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平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年10月31日

上 場 会 社 名 新和内航海運株式会社 上場取引所 大
コ ー ド 番 号 9180 URL http://www.shinwa-naikokaiun.co.jp
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 濱田 実
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 堀之内 弘之 (TEL)03-6895-6516
四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）
（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 ％
25年３月期第２四半期 9,391 1.4 192 △48.6 175 △50.8 121 △36.6
24年３月期第２四半期 9,263 4.7 375 △16.2 356 △14.4 191 50.6
(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 62百万円(△55.2％) 24年３月期第２四半期 139百万円( △7.4％)

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
25年３月期第２四半期 10.33 ―
24年３月期第２四半期 16.19 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％
25年３月期第２四半期 13,500 5,407 40.0
24年３月期 13,745 5,878 42.6
(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 5,396百万円 24年３月期 5,860百万円

２．配当の状況
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

24年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年３月期 ― 0.00
25年３月期(予想) ― 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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
通期 18,971 1.8 817 △28.1 801 △29.2 505 △28.0 42.81

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

 
  

  

   
   

 

 
 

 

※ 注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は
添付資料P３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表
示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 11,800,000株 24年３月期 11,800,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,024,852株 24年３月期 2,852株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 11,730,132株 24年３月期２Ｑ 11,797,565株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料P２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金などの

政策効果により、一部に持ち直しが見られたものの、欧州債務問題の長期化による世界経済の減速、依

然として続く円高などにより先行きは不透明な状況で推移しました。 

 このような経済環境のもと、当社グループの中核である内航海運事業において、主要荷主である鉄鋼

メーカーの上半期での粗鋼生産量は5,475万㌧となり前年同期と比較して2.7％増となりました。一方、

国内鋼材輸送量については、自動車関連こそ堅調に推移しましたが、震災復興需要の遅れや造船需要の

低迷および中国、欧州の景気後退による影響もあり、前年同期と比較し減少いたしました。電力関連貨

物は、夏場の電力需要期を迎えた石炭火力発電所が高稼働となったことから、堅調に推移しました。そ

の他一般貨物の荷動きについては、依然として震災復興関連輸送が活発化していないこともあり低調に

推移しました。 

  港湾運送事業については、震災後落ち込んでいた主な取扱い品目の砕石など建設資材の荷動きが復調

しつつあり、取扱業務量は前年同期を上回る水準で推移しました。 

  ＬＰＧタンクローリー等輸送事業は、ＬＰＧ・石油製品ともに需要減少により、輸送量は前年同期を

下回る水準で推移しました。 

  以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は93億91百万円（前年同期比１億28

百万円増）、営業利益は１億92百万円（前年同期比１億82百万円減）、経常利益は１億75百万円（前年

同期比１億80百万円減）、四半期純利益は１億21百万円（前年同期比69百万円減）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産135億円（前連結会計年度末比２億44

百万円の減少）、負債80億93百万円（前連結会計年度末比２億26百万円の増加）、純資産54億７百万円

（前連結会計年度末比４億71百万円の減少）となりました。 

  資産の減少要因は、主として自己株式の取得等による現金及び預金の減少１億53百万円、受取手形及

び営業未収入金の減少１億12百万円、並びに投資有価証券の時価下落等による減少80百万円があった一

方、船舶の取得等に伴う有形固定資産の増加69百万円があったことによるものであります。 

  負債の増加要因は、主として短期借入金１億50百万円及び長期借入金３億23百万円の増加、並びに特

別修繕引当金の繰入74百万円があった一方、未払法人税等の減少３億49百万円があったことによるもの

であります。 

  純資産の減少要因は、主として自己株式の取得４億15百万円、及びその他有価証券評価差額金の減少

51百万円によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、平成24年10月31日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。なお、通期の連結業績予想につきましては変更ございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ11百万円増加しております。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等 
 (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,326,205 2,173,175 
受取手形及び営業未収入金 4,140,364 4,028,273 
たな卸資産 266,616 252,745 
前払費用 164,557 174,417 
繰延税金資産 84,295 55,945 
その他流動資産 69,646 101,808 
貸倒引当金 △249 △175 
流動資産合計 7,051,436 6,786,191 

固定資産   
有形固定資産   
船舶（純額） 5,284,440 5,596,177 
土地 93,267 93,267 
リース資産（純額） 33,595 25,783 
建設仮勘定 339,935 84,749 
その他有形固定資産（純額） 83,146 103,508 
有形固定資産合計 5,834,385 5,903,486 

無形固定資産   
ソフトウエア 162,126 141,671 
電話加入権 6,020 6,020 
無形固定資産合計 168,147 147,692 

投資その他の資産   
投資有価証券 404,193 324,053 
長期貸付金 1,468 970 
繰延税金資産 70,967 116,988 
その他長期資産 214,997 221,236 

投資その他の資産合計 691,625 663,248 

固定資産合計 6,694,157 6,714,427 

資産合計 13,745,594 13,500,618 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び営業未払金 1,895,457 1,921,141 
短期借入金 600,000 750,000 
1年内返済予定の長期借入金 553,921 593,921 
リース債務 16,054 16,278 
未払金 12,006 7,118 
未払法人税等 469,178 119,473 
未払消費税等 71,264 62,540 
未払費用 42,358 39,631 
賞与引当金 143,450 140,599 
役員賞与引当金 26,868 14,837 
その他流動負債 181,748 204,566 

流動負債合計 4,012,309 3,870,109 

固定負債   
長期借入金 3,089,573 3,412,612 
リース債務 18,989 10,808 
繰延税金負債 28,152 16,109 
退職給付引当金 241,960 264,749 
特別修繕引当金 391,961 466,538 
負ののれん 37,770 18,885 
その他固定負債 46,105 33,345 

固定負債合計 3,854,511 4,223,047 

負債合計 7,866,821 8,093,156 

純資産の部   
株主資本   
資本金 718,000 718,000 
資本剰余金 308,435 308,435 
利益剰余金 4,761,806 4,764,983 
自己株式 △877 △416,831 

株主資本合計 5,787,364 5,374,587 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 73,269 22,015 

その他の包括利益累計額合計 73,269 22,015 

少数株主持分 18,139 10,858 

純資産合計 5,878,773 5,407,461 

負債純資産合計 13,745,594 13,500,618 

新和内航海運㈱（9180）平成25年3月期第2四半期決算短信

5/9



 (2)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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,263,167 9,391,747 
売上原価 8,062,502 8,384,788 

売上総利益 1,200,664 1,006,959 

一般管理費 825,558 814,182 

営業利益 375,106 192,776 

営業外収益   
受取利息 225 238 
受取配当金 5,692 3,982 
負ののれん償却額 18,885 18,885 
不動産賃貸料 4,731 5,039 
助成金収入 6,544 － 
その他営業外収益 5,891 3,111 

営業外収益合計 41,970 31,256 

営業外費用   
支払利息 37,601 32,449 
為替差損 20,340 14,195 
その他営業外費用 2,770 1,904 

営業外費用合計 60,711 48,550 

経常利益 356,364 175,483 

特別利益   
船舶売却益 － 50,939 

特別利益合計 － 50,939 

特別損失   
ゴルフ会員権評価損 10,443 － 

特別損失合計 10,443 － 

税金等調整前四半期純利益 345,921 226,422 

法人税、住民税及び事業税 172,064 111,429 
法人税等調整額 △15,242 △1,147 
法人税等合計 156,821 110,281 

少数株主損益調整前四半期純利益 189,099 116,140 

少数株主損失（△） △1,957 △5,008 
四半期純利益 191,057 121,148 
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  四半期連結包括利益計算書 
  第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 189,099 116,140 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △49,205 △53,526 

その他の包括利益合計 △49,205 △53,526 

四半期包括利益 139,894 62,613 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 141,962 69,893 
少数株主に係る四半期包括利益 △2,068 △7,280 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

 
        2  セグメント利益の調整額1,200千円には、セグメント間取引消去1,200千円が含まれております。 

          3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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。 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

       （単位:千円）
 
   報告セグメント

その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３

 
   内航海運事業

 売上高     
 外部顧客への売上高 8,986,968 276,198 9,263,167 ― 9,263,167
     
 セグメント間の内部売上高 

又は振替高 ― 12,231 12,231 △ 12,231 ―

     
 計  8,986,968 288,429 9,275,398 △ 12,231 9,263,167
 セグメント利益  371,329 2,576 373,906 1,200 375,106

（注）1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、港湾運送業、トラック運送

業等を含んでおります。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
   （注）1  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、港湾運送業及び陸運業を含んで

おります。 

        2  セグメント利益の調整額1,200千円には、セグメント間取引消去1,200千円が含まれております。 

          3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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。  

  

  

  

  

  

       （単位：千円）
 
   報告セグメント

その他
（注）１ 合計 調整額 

（注）２

四半期連結 
損益計算書 
計上額
（注）３

 
   内航海運事業

 売上高     
 外部顧客への売上高 9,124,514 267,233 9,391,747 ― 9,391,747
     
 セグメント間の内部売上高 

又は振替高 ― 16,008 16,008 △16,008 ―

     
 計  9,124,514 283,242 9,407,756 △16,008 9,391,747
 セグメント利益  189,998 1,578 191,576 1,200 192,776
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