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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,469 △12.1 △205 ― △210 ― △212 ―
23年3月期第1四半期 2,812 12.3 △119 ― △131 ― △167 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △209百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △207百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △35.34 ―
23年3月期第1四半期 △27.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,851 3,653 37.0
23年3月期 10,444 3,935 37.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,653百万円 23年3月期  3,935百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成23年８月10日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,500 △3.6 △250 ― △270 ― △270 ― △44.95
通期 11,500 △0.2 190 29.0 130 134.1 100 ― 16.64
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,050,000 株 23年3月期 6,050,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 43,684 株 23年3月期 43,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,006,316 株 23年3月期1Q 6,007,294 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害と混乱

の影響から生産活動が大きく停滞し電力供給問題、加えて急激な円高など依然として不透明な状況が続いておりま

す。 

 当業界につきましては、国内の市場では赤身まぐろを中心とした堅調な需要は維持され、超低温冷蔵船の入船が

減少したため荷揚げペースの短縮は進みましたが、全海域での漁獲不振は継続しており、インド洋海賊問題に収束

の兆しは見えず、各運航船は積荷確保のために航海日数の大幅な伸長を余儀なくされました。当社グルーブでは燃

料油価格の高止まりも大きく影響し、第１四半期連結累計期間の営業成績はグループ売上高24億６千９百万円（前

年同期比３億４千２百万円 12.1％減）、営業損失２億５百万円（前年同期は営業損失１億１千９百万円）、経常

損失２億１千万円（前年同期は経常損失１億３千１百万円）、四半期純損失２億１千２百万円（前年同期は四半期

純損失１億６千７百万円）となり、減収減益となりました。 

  

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

① 海運事業 

 海運事業につきましては、４月初旬に水揚げが完了した定期傭船１隻を返船し、総合的な効率配船を期しており

ますが、漁獲不振による漁船１隻あたりの転載量減少、新規漁場に伴う航路の延長など、運航各船の１航海あたり

の日数は大きく増加しました。漁場形成が燃料油価格の高い太平洋海域へ移動していることもあり、航海収支面で

は大きな損失を強いられ、売上高７億６千５百万円（前年同期比１億２千５百万円 14.0％減）、セグメント損失

１億１千９百万円（前年同期はセグメント損失９千９百万円）となりました。 

  

② 貿易事業 

 貿易事業につきましては、円高効果による国内向け輸入販売および保税水産物販売が順調に推移しましたが、台

湾遠洋まぐろ延縄漁船の主漁場であるインド洋海域での海賊行為の継続・拡大により操業が大きく制限され、他海

域においても漁獲不振により委託手数料収入が大きく影響を受けた結果、売上高８億２千２百万円（前年同期比１

億５千１百万円 15.5％減）、セグメント利益は７百万円（前年同期比３千万円 81.4％減）となりました。 

  

③ 洋上給油事業 

 洋上給油事業につきましては、燃料油価格が高水準ではあったものの対象漁船減少による販売数量減少の結果、

売上高７億８千２百万円（前年同期比４千７百万円 5.6％減）、セグメント利益は７百万円（前年同期比１千２百

万円 64.1％減）となりました。 

  

④ 船舶貸渡事業 

 船舶貸渡事業につきましては、傭船料収入がUSドル建てであるため円高の影響を大きく受け、売上高９千８百万

円（前年同期比１千７百万円 15.3％減）、セグメント損失２千７百万円（前年同期はセグメント損失７百万円）

となりました。 

  

⑤ 不動産事業 

 不動産事業につきましては、売上高1百万円（前年同期比０百万円 37.0％減）、セグメント利益０百万円（前年

同期比０百万円 65.5％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億９千２百万円減少し、98億５千１百万円

となりました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ10億１千５百万円減少し52億３百万円となりまし

た。これは現金及び預金８億５千９百万円増加したものの、受取手形・海運業未収入金及び売掛金６億９千２百万

円ならびにその他に含まれる短期貸付金・その他未収入金・立替金11億４千５百万円などの減少があったことによ

るものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億２千３百万円増加し46億４千８百万円となりました。これ

は、投資その他の資産に含まれる長期貸付金４億９千７百万円などの増加があったことによるものです。  

 負債は、前連結会計年度末に比べ３億１千万円減少し、61億９千８百万円となりました。これは流動負債で短期

借入金２億７千４百万円などの減少があったことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ２億８千１百万円減少し、36億５千３百万円となりました。これは利益剰余

金２億８千４百万円などの減少があったことによるものです。 

 この結果自己資本比率は、前連結会計年度末より0.6ポイント減少し37.0％になりました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期第２四半期（累計）の連結および個別業績予想数値を平成23年８月10日に修正いたしました。 

 海運事業においてまぐろ類の全海域での漁獲不振を受け航海日数増加による収支の悪化、ならびに燃料油価格の

高止まりなどの影響により当初の予想より落ち込む見込みとなりました。 

 なお、平成24年３月期通期の連結および個別業績予想につきましては、船腹調整による効果が期待され、現時点

では平成23年５月12日に公表した数値に変更はございません。 

  

  

     追加情報 

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

     当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び 

   誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

   関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

海運業収益 1,006,847 863,945

海運業費用 1,065,433 963,978

海運業損失（△） △58,585 △100,033

貿易業収益 974,752 822,799

貿易業費用 895,612 755,462

貿易業利益 79,139 67,336

洋上給油事業収益 829,560 782,457

洋上給油事業費用 807,199 771,989

洋上給油事業利益 22,360 10,468

その他事業収益 900 255

その他事業費用 218 150

その他事業利益 682 105

売上総利益又は売上総損失（△） 43,596 △22,122

販売費及び一般管理費 163,152 183,676

営業損失（△） △119,556 △205,799

営業外収益   

受取利息 12,319 9,214

受取配当金 2,460 2,469

為替差益 － 5,884

デリバティブ評価益 6,218 －

持分法による投資利益 752 3,545

その他 6,073 1,719

営業外収益合計 27,825 22,832

営業外費用   

支払利息 28,368 25,832

為替差損 9,971 －

その他 1,087 1,412

営業外費用合計 39,427 27,245

経常損失（△） △131,158 △210,212

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,023 －

特別利益合計 4,023 －

特別損失   

投資有価証券評価損 25,782 －

特別損失合計 25,782 －

税金等調整前四半期純損失（△） △152,917 △210,212

法人税、住民税及び事業税 2,207 4,234

法人税等調整額 12,653 △2,133

法人税等合計 14,861 2,101

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △167,778 △212,313

四半期純損失（△） △167,778 △212,313



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △167,778 △212,313

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,848 1,187

繰延ヘッジ損益 △26,153 3,650

為替換算調整勘定 △752 △77

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,935 △2,255

その他の包括利益合計 △39,689 2,505

四半期包括利益 △207,468 △209,808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △207,468 △209,808

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（２）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,379,155 2,238,912

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,297,033 1,604,403

有価証券 17,604 17,605

商品及び製品 317,451 217,009

原材料及び貯蔵品 339,648 324,777

その他 1,898,188 849,979

貸倒引当金 △30,130 △49,325

流動資産合計 6,218,951 5,203,362

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 3,107,110 3,008,229

その他（純額） 664,617 670,114

有形固定資産合計 3,771,728 3,678,343

無形固定資産 4,001 3,747

投資その他の資産   

その他 449,858 970,837

貸倒引当金 △201 △4,531

投資その他の資産合計 449,656 966,305

固定資産合計 4,225,386 4,648,397

資産合計 10,444,337 9,851,759



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

海運業未払金及び買掛金 968,726 949,308

1年内償還予定の社債 190,000 150,000

短期借入金 1,237,900 963,800

未払法人税等 45,741 5,065

賞与引当金 17,700 3,590

その他 341,478 430,704

流動負債合計 2,801,546 2,502,467

固定負債   

社債 240,000 240,000

長期借入金 3,066,100 3,061,200

退職給付引当金 169,681 176,074

役員退職慰労引当金 145,606 138,556

その他 86,259 80,200

固定負債合計 3,707,646 3,696,031

負債合計 6,509,193 6,198,499

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 2,117,424 1,833,034

自己株式 △14,851 △14,851

株主資本合計 3,954,165 3,669,776

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,876 9,064

繰延ヘッジ損益 △79,399 △75,748

為替換算調整勘定 52,501 50,168

その他の包括利益累計額合計 △19,021 △16,516

純資産合計 3,935,143 3,653,259

負債純資産合計 10,444,337 9,851,759



該当事項はありません。   

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１. セグメント損失の調整額70,901千円には、セグメント間取引消去840千円、各報告セグメントに 

        配分していない全社費用70,061千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属 

        しない一般管理費であります。  

     ２. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１. セグメント損失の調整額72,713千円には、セグメント間取引消去840千円、各報告セグメントに 

        配分していない全社費用71,873千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属 

        しない一般管理費であります。  

     ２. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額   
（注２） 

海運事業 貿易事業 
洋上給油 
事業 

船舶貸渡 
事業  

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  890,466  974,752  829,560 116,381  900  2,812,060  －  2,812,060

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  － － 840  840  (840)  －

計  890,466  974,752  829,560 116,381  1,740  2,812,900  (840)  2,812,060

セグメント利益     

又は損失（△） 
 △99,736  37,972  19,827  △7,648 930  △48,655  (70,901)  △119,556

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額   
（注２） 

海運事業 貿易事業 
洋上給油 
事業 

船舶貸渡 
事業  

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  765,391  822,799  782,457 98,554  255  2,469,457  －  2,469,457

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  － － 840  840  (840)  －

計  765,391  822,799  782,457 98,554  1,095  2,470,297  (840)  2,469,457

セグメント利益     

又は損失（△） 
 △119,968  7,051  7,108  △27,598 321  △133,085  (72,713)  △205,799

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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