
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 

 
  

  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 10,105 7.6 910 372.4 882 402.8 637 426.5
25年３月期第２四半期 9,391 1.4 192 △48.6 175 △50.8 121 △36.6

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 701百万円( ― ) 25年３月期第２四半期 62百万円(△55.2％)

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

26年３月期第２四半期 59.20 ―
25年３月期第２四半期 10.33 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 18,448 6,710 36.3
25年３月期 16,065 6,138 38.1

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 6,696百万円 25年３月期 6,121百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

   26年3月期期末配当金の内訳 普通配当 ５円00銭 特別配当10円00銭

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 20,580 8.0 1,830 56.2 1,760 49.8 1,100 41.0 102.10

(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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 11,800,000株 25年３月期 11,800,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,025,825株 25年３月期 1,024,852株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 10,774,196株 25年３月期２Ｑ 11,730,132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）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」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、海外経済の緩やかな持ち直しと円安を背景に輸出

が回復するとともに、景気対策関連の公共投資の伸びや、企業収益改善による設備投資の増加により国

内需要が改善し、全体としては緩やかな景気回復基調となりました。 

 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は、主要荷主である鉄

鋼メーカーの当期における粗鋼生産量が前年同期比1.9％増の5,579万トンとなり、当社の鉄鋼関連貨物

の輸送量は前年同期比増加となりました。セメント関連貨物はセメントの国内需要の増加により、輸送

量も前年同期比で増加しました。また電力関連貨物の輸送についても、石炭火力発電所の新規輸送など

も加わり、前年同期比で増加しました。 

  港湾運送事業については、東日本大震災の復興需要に加え、鉄鋼関連向け需要も堅調で、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については、ＬＰＧ・石油製品ともに需要が減少する中、輸送量は

前年同期を若干上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101億５百万円（前年同期比７億

13百万円増）、営業利益は９億10百万円（前年同期比７億17百万円増）、経常利益は８億82百万円（前

年同期比７億６百万円増）、四半期純利益は６億37百万円（前年同期比５億16百万円増）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184億48百万円（前連結会計年度末比

23億82百万円の増加）、負債117億37百万円（前連結会計年度末比18億10百万円の増加）、純資産67億

10百万円（前連結会計年度末比５億72百万円の増加）となりました。 

  資産の増加要因は、主として現金及び預金の増加２億79百万円、受取手形及び営業未収入金の増加２

億79百万円、船舶の取得等による有形固定資産の増加15億36百万円、並びに投資有価証券の増加93百万

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、主として船舶の取得に係る長期借入金の増加25億79百万円があった一方、短期借

入金の返済11億60百万円があったことによるものであります。 

  純資産の増加要因は、主として四半期純利益の計上６億37百万円があった一方、配当金の支払い１億

29百万円があったこと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25年10月25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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

  

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
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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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,273,012 2,552,035

受取手形及び営業未収入金 3,958,171 4,237,372

たな卸資産 252,782 316,566

前払費用 104,715 205,985

繰延税金資産 77,505 148,880

その他流動資産 130,290 137,756

貸倒引当金 △227 △176

流動資産合計 6,796,252 7,598,421

固定資産

有形固定資産

船舶（純額） 6,383,864 9,796,278

土地 93,267 93,977

リース資産（純額） 49,109 37,935

建設仮勘定 1,861,870 －

その他有形固定資産（純額） 92,492 89,113

有形固定資産合計 8,480,604 10,017,304

無形固定資産

ソフトウエア 121,606 102,660

電話加入権 5,887 5,887

無形固定資産合計 127,494 108,548

投資その他の資産

投資有価証券 451,097 544,528

長期貸付金 912 811

繰延税金資産 59,070 2,357

その他長期資産 150,408 176,467

投資その他の資産合計 661,488 724,164

固定資産合計 9,269,587 10,850,017

資産合計 16,065,839 18,448,439

新和内航海運㈱（9180）平成26年3月期第2四半期決算短信

4/9



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,708,636 2,154,270

短期借入金 1,660,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 524,452 974,452

リース債務 18,120 13,723

未払金 37,572 77,834

未払法人税等 235,934 186,296

未払消費税等 69,844 68,701

未払費用 45,292 38,029

賞与引当金 141,573 151,393

役員賞与引当金 24,200 13,025

その他流動負債 252,664 202,384

流動負債合計 4,718,291 4,380,109

固定負債

長期借入金 4,398,450 6,528,224

リース債務 31,957 25,033

繰延税金負債 77,804 275,792

退職給付引当金 210,826 187,106

特別修繕引当金 458,052 309,914

その他固定負債 32,179 31,679

固定負債合計 5,209,270 7,357,750

負債合計 9,927,562 11,737,860

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 5,424,012 5,932,532

自己株式 △416,831 △417,202

株主資本合計 6,033,616 6,541,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 102,623 161,716

繰延ヘッジ損益 △14,291 △7,146

その他の包括利益累計額合計 88,332 154,569

少数株主持分 16,328 14,244

純資産合計 6,138,277 6,710,578

負債純資産合計 16,065,839 18,448,439
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 9,391,747 10,105,405

売上原価 8,384,788 8,353,766

売上総利益 1,006,959 1,751,639

一般管理費 814,182 841,003

営業利益 192,776 910,635

営業外収益

受取利息 238 126

受取配当金 3,982 4,465

負ののれん償却額 18,885 －

為替差益 － 733

不動産賃貸料 5,039 5,132

その他営業外収益 3,111 4,770

営業外収益合計 31,256 15,229

営業外費用

支払利息 32,449 42,993

為替差損 14,195 －

その他営業外費用 1,904 481

営業外費用合計 48,550 43,474

経常利益 175,483 882,389

特別利益

船舶売却益 50,939 69,421

特別利益合計 50,939 69,421

税金等調整前四半期純利益 226,422 951,810

法人税、住民税及び事業税 111,429 169,537

法人税等調整額 △1,147 146,333

法人税等合計 110,281 315,870

少数株主損益調整前四半期純利益 116,140 635,940

少数株主利益 △5,008 △1,881

四半期純利益 121,148 637,821
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 116,140 635,940

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53,526 58,890

繰延ヘッジ損益 － 7,144

その他の包括利益合計 △53,526 66,035

四半期包括利益 62,613 701,975

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 69,893 704,058

少数株主に係る四半期包括利益 △7,280 △2,083
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当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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25年４月１日 至 平成25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又は損失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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 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

新和内航海運㈱（9180）平成26年3月期第2四半期決算短信

8/9



  
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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  「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 9,824,317 281,088 10,105,405 ― 10,105,405
 

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 23,256 23,256 △23,256 ―

  

 計 9,824,317 304,345 10,128,662 △23,256 10,105,405

 セグメント利益 885,731 23,704 909,435 1,200 910,635
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