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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 33,082 5.0 630 108.4 594 92.8 1,184 ―

24年３月期第３四半期 31,505 △3.8 302 △64.4 308 △59.4 △255 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 1,062百万円 (―％) 24年３月期第３四半期 △386百万円 (―％)

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

25年３月期第３四半期 93.99 ―
24年３月期第３四半期 △20.28 ―

（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３四半期 46,650 10,838 18.4
24年３月期 46,298 10,682 16.6

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 8,580百万円  24年３月期 7,695百万円

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 ― 5.00 5.00

25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 5.00 5.00

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）
(％表示は、対前期増減率)

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 44,000 5.1 900 234.6 800 229.2 1,300 ― 103.16



  

 

 
  

詳細は、添付資料４ページ「２．サマリ－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。 

  

 
  

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いません。  

  

  

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。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３ページ「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。  

  

※ 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

（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３Ｑ 12,739,696株 24年３月期 12,739,696株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 138,519株 24年３月期 137,799株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 12,601,592株 24年３月期３Ｑ 12,602,482株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー減税の終了に伴う自動車生産の減少や長

期化する円高が影響し、厳しい状況が続きました。さらに、日中関係悪化に伴う対中貿易の低迷やアジ

ア経済の減速等の影響を受け、個人消費、設備投資とも落ち込む状況となっております。 

こうした経済情勢の中、当社グループは、特に仙台地区で当初の予想を上回る回復があり、また燃料

価格が落ち着いたこともあり海運事業における業績は改善しております。ホテル事業においては、大震

災の影響が解消され、集客に努めたことで業績は改善致しました。不動産事業は、概ね順調に推移して

おります。  

  

前第３四半期連結累計期間に比べると港湾部門では震災があった仙台地区で収益の大きな回復があり

ましたが、他地区では伸び悩んでおります。しかし、国内定期航路部門では当初予想より燃料油価格が

下回ったこともあり、海運事業全体の売上高は前第３四半期連結累計期間比1,440百万円増（4.8％増）

の31,142百万円となり、営業費用は前第３四半期連結累計期間比1,199百万円増（4.1％増）の30,755百

万円となったことから、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べて240百万円増の386百万円となり

ました。  

  

前第３四半期連結累計期間に比べると福島原発の風評被害が解消され、国内集客が順調に推移しまし

た。これにより売上高は前第３四半期連結累計期間に比べて124百万円増（9.2％増）の1,480百万円と

なり、営業費用はコスト削減に努めた結果、前第３四半期連結累計期間に比べて30百万円増（2.2％

増）の1,420百万円となり、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べて93百万円改善の59百万円と

なりました。  

  

前第３四半期連結累計期間に比べると、売上高は前第３四半期連結累計期間並の521百万円となり、

営業費用は前第３四半期連結累計期間に比べて４百万円増（1.5％増）の336百万円となり、営業利益は

前第３四半期連結累計期間に比べて６百万円減の184百万円となりました。  

  
  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は33,082百万円（前第３四半期連結累計期間比

1,577百万円増 5.0％増）、営業利益は630百万円（前第３四半期連結累計期間比327百万円改善）とな

りました。 

  

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

（海運事業）

（ホテル事業）

（不動産事業）
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて317百万円増加の15,520百万円となりました。これは、受取

手形及び売掛金が169百万円、現金及び預金が129百万円それぞれ増加し、繰延税金資産が55百万円、未

収入金が24百万円それぞれ減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて18百万円

増加の31,082百万円となりました。これは、建設仮勘定が641百万円、機械装置及び運搬具が345百万

円、建物及び構築物が76百万円、リース資産が309百万円、保険積立金が35百万円、繰延税金資産が21

百万円それぞれ増加し、船舶が1,016百万円、投資有価証券が269百万円それぞれ減少したことによりま

す。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて665百万円増加し、20,347百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が235百万円、短期借入金が768百万円、１年内期限到来予定のその他の固定負債が

113百万円、未払法人税等が91百万円、リース債務が68百万円それぞれ増加し、１年内返済予定の長期

借入金が143百万円、１年内償還予定の社債が203百万円、賞与引当金が223百万円それぞれ減少したこ

とによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて470百万円減少し、15,464百万円となりまし

た。これは、社債が624百万円、リース債務が306百万円、退職給付引当金が66百万円それぞれ増加し、

長期借入金が443百万円、長期未払金が793百万円、繰延税金負債が152百万円、役員退職慰労引当金が

11百万円それぞれ減少したことによります。  

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて156百万円増加し、10,838百万円となりました。これは、

利益剰余金が1,121百万円増加し、その他有価証券評価差額金が242百万円、少数株主持分が728百万円

それぞれ減少したことによります。 

  

  

 平成24年８月７日に公表した業績予想から、計画を上回って推移しているため平成25年３月期通期

の連結業績見通しについて変更を行っております。なお、詳細は、平成25年２月６日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいりま

す。 

  

  

（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）  

当社及び国内連結子会社は、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３四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35百万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
（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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,354,740 5,483,772

受取手形及び売掛金 8,862,208 9,032,190

商品及び製品 42,946 51,636

原材料及び貯蔵品 354,098 360,446

繰延税金資産 157,150 101,699

未収入金 80,492 56,246

その他 372,564 455,464

貸倒引当金 △20,385 △20,605

流動資産合計 15,203,816 15,520,852

固定資産

有形固定資産

船舶 20,830,826 20,906,930

減価償却累計額 △13,324,530 △14,417,377

船舶（純額） 7,506,295 6,489,552

建物及び構築物 20,070,416 20,416,554

減価償却累計額 △14,726,975 △14,996,722

建物及び構築物（純額） 5,343,440 5,419,831

機械装置及び運搬具 7,388,144 8,041,914

減価償却累計額 △6,437,473 △6,745,765

機械装置及び運搬具（純額） 950,670 1,296,149

土地 7,478,920 7,445,896

リース資産 736,434 1,165,674

減価償却累計額 △173,865 △293,181

リース資産（純額） 562,569 872,493

建設仮勘定 115,500 756,530

その他 1,461,641 1,497,972

減価償却累計額 △1,274,984 △1,321,817

その他（純額） 186,657 176,154

有形固定資産合計 22,144,053 22,456,607

無形固定資産

借地権 1,033,258 1,033,258

ソフトウエア 67,696 46,214

のれん 295,788 279,606

その他 50,622 97,157

無形固定資産合計 1,447,366 1,456,237

投資その他の資産

投資有価証券 5,898,627 5,629,041

長期貸付金 8,688 7,061

繰延税金資産 499,714 521,169

保険積立金 590,560 626,414

その他 516,927 428,004

貸倒引当金 △41,779 △41,782

投資その他の資産合計 7,472,739 7,169,908

固定資産合計 31,064,159 31,082,752

繰延資産

社債発行費 30,832 46,457

繰延資産合計 30,832 46,457

資産合計 46,298,808 46,650,062
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,281,325 6,516,381

短期借入金 6,328,130 7,096,325

1年内返済予定の長期借入金 3,242,861 3,098,929

1年内期限到来予定のその他の固定負債 871,649 984,782

1年内償還予定の社債 1,167,600 963,900

リース債務 132,414 200,516

未払法人税等 243,034 334,461

賞与引当金 344,148 120,678

その他 1,070,383 1,031,310

流動負債合計 19,681,546 20,347,285

固定負債

社債 1,642,700 2,267,600

長期借入金 6,188,352 5,745,310

長期未払金 3,087,956 2,294,041

リース債務 492,990 798,997

繰延税金負債 889,148 736,850

退職給付引当金 1,816,061 1,882,915

役員退職慰労引当金 647,813 635,983

負ののれん 926,214 865,397

その他 243,875 237,048

固定負債合計 15,935,112 15,464,145

負債合計 35,616,658 35,811,430

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,035 1,215,035

資本剰余金 893,800 893,800

利益剰余金 4,882,869 6,004,343

自己株式 △36,365 △36,497

株主資本合計 6,955,340 8,076,681

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 761,048 518,988

繰延ヘッジ損益 △21,253 △15,299

その他の包括利益累計額合計 739,795 503,688

少数株主持分 2,987,015 2,258,262

純資産合計 10,682,150 10,838,632

負債純資産合計 46,298,808 46,650,062
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（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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 31,505,288 33,082,583

売上原価 26,982,684 28,062,897

売上総利益 4,522,603 5,019,685

販売費及び一般管理費 4,220,010 4,389,222

営業利益 302,592 630,462

営業外収益

受取利息 1,103 1,525

受取配当金 159,916 155,097

助成金収入 76,694 25,523

負ののれん償却額 62,010 60,817

その他営業外収益 86,341 46,892

営業外収益合計 386,067 289,855

営業外費用

支払利息 320,194 292,622

その他営業外費用 60,353 33,666

営業外費用合計 380,548 326,288

経常利益 308,112 594,029

特別利益

固定資産処分益 2,939 24,451

保険解約返戻金 60,401 －

負ののれん発生益 － 582,408

補助金収入 310 44,076

災害支援金 96,878 579,792

災害損失引当金戻入額 92,842 －

その他特別利益 2,886 25,796

特別利益合計 256,258 1,256,524

特別損失

固定資産処分損 6,766 22,595

投資有価証券評価損 427,373 47,518

役員退職慰労金 108,201 －

会員権評価損 6,300 －

その他特別損失 7,993 10,040

特別損失合計 556,635 80,155

税金等調整前四半期純利益 7,735 1,770,399

法人税、住民税及び事業税 109,401 447,320

法人税等調整額 43,536 17,512

法人税等合計 152,938 464,833

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△145,202 1,305,565

少数株主利益 110,402 121,081

四半期純利益又は四半期純損失（△） △255,605 1,184,483
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△145,202 1,305,565

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △247,474 △249,278

繰延ヘッジ損益 6,066 6,116

その他の包括利益合計 △241,408 △243,161

四半期包括利益 △386,611 1,062,403

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △480,285 948,377

少数株主に係る四半期包括利益 93,674 114,026

栗林商船㈱ （9171）  平成25年3月期　第3四半期決算短信

－8－



該当事項はありません。 

  

  

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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  

（単位：千円）

   
 
（注）1.セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。 
   2.セグメント利益又は損失は、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）セグメント情報等

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 ホテル事業 不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 29,702,044 1,356,185 447,057 31,505,288 ― 31,505,288

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 75,743 75,743 △75,743 ―

計 29,702,044 1,356,185 522,801 31,581,031 △75,743 31,505,288

セグメント利益又は損失(△) 145,632 △34,030 190,990 302,592 ― 302,592
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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 

（単位：千円）

   
 
（注）1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。 
   2.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 

(重要な負ののれん発生益) 

「海運事業」セグメントにおいて、連結子会社である栗林運輸株式会社の株式を追加取得したことに伴

い、負ののれん発生益582,408千円を当第３四半期連結累計期間において特別利益に計上しております。 

  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「海運事業」のセグメント利益が

35,467千円、「不動産事業」のセグメント利益が８千円それぞれ増加しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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 ホテル事業 不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 31,142,074 1,480,377 460,131 33,082,583 ― 33,082,583

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 60,961 60,961 △60,961 ―

計 31,142,074 1,480,377 521,093 33,143,545 △60,961 33,082,583

セグメント利益 386,382 59,635 184,444 630,462 ― 630,462

（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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平成25年３月期 

 
  

平成24年３月期 

５．補足情報

（1）最近における四半期毎の業績の推移（連結）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

24年４月～24年6月 24年7月～24年９月 24年10月～24年12月 25年１月～25年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 10,727 10,925 11,429

営業利益又は営業損失（△） △149 388 391

経常利益又は経常損失（△） △128 326 395

税金等調整前四半期純利益 510 582 677

  四半期純利益 565 290 328

 １株当たり四半期純利益
円 円 円 円

44.86 23.07 26.06

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 46,046 45,260 46,650

純  資  産 9,693 9,806 10,838

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

23年４月～23年6月 23年7月～23年９月 23年10月～23年12月 24年１月～24年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 10,119 10,415 10,971 10,360

営業利益又は営業損失（△） △197 224 275 △33

経常利益又は経常損失（△） △137 169 276 △64

税金等調整前四半期純利益
又は純損失（△）

△159 △49 217 364

四半期純利益又は 
純損失（△）

△145 △119 9 146

１株当たり四半期純利益 
又は純損失（△）

円 円 円 円

△11.56 △9.49 0.76 11.65

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 47,884 46,178 45,909 46,298

純  資  産 10,331 10,271 10,275 10,682
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