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 (百万円未満切捨て)
 

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％
26年３月期第３四半期 15,443 8.5 1,400 105.0 1,355 97.2 922 83.7
25年３月期第３四半期 14,231 2.3 683 △1.6 687 1.3 502 39.2

 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 1,000百万円( 103.7％) 25年３月期第３四半期 491百万円( 62.8％)
 

 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３四半期 85.63 ―
25年３月期第３四半期 44.01 ―

 

 
 

（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３四半期 18,550 7,008 37.7
25年３月期 16,065 6,138 38.1

 

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 6,990百万円 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 ： 無
 

 
 

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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 10,774,189株 25年３月期３Ｑ 11,410,646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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な公共投資、円安による輸出採算の改善、企

業収益環境の好転や生産活動の回復に伴う設備投資の増加、及び個人消費の持ち直しを背景に、景気は

緩やかな回復基調で推移しました。 

 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

メーカーの当期における粗鋼生産量は前年同期比4.0％増の8,393万トンとなり、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旺盛な需要により、輸送量も前年同期比増

加しました。また石炭火力発電関連貨物の輸送についても前年同期と同様に堅調に推移しました。 

 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３四半期連結累計期間の売上高は154億43百万円（前年同期比12億

11百万円増）、営業利益は14億円（前年同期比7億17百万円増）、経常利益は13億55百万円（前年同期

比6億68百万円増）、四半期純利益は9億22百万円（前年同期比4億20百万円増）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産185億50百万円（前連結会計年度末比

24億84百万円の増加）、負債115億41百万円（前連結会計年度末比16億14百万円の増加）、純資産70億

８百万円（前連結会計年度末比８億70百万円の増加）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95百万円、受取手形及び営業未収入金の増加９億60

百万円、船舶の取得等による有形固定資産の増加11億74百万円、並びに投資有価証券の増加１億７百万

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等に係る長期借入金の増加23億80百万円、支払手形及び営業

未払金の増加４億72百万円があった一方、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９億22百万円があった一方、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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,273,012 2,368,664 
受取手形及び営業未収入金 3,958,171 4,918,772 
たな卸資産 252,782 350,972 
前払費用 104,715 145,992 
繰延税金資産 77,505 92,126 
その他流動資産 130,290 168,526 
貸倒引当金 △227 △281 
流動資産合計 6,796,252 8,044,773 

固定資産   
有形固定資産   
船舶（純額） 6,383,864 9,405,750 
土地 93,267 93,977 
リース資産（純額） 49,109 69,798 
建設仮勘定 1,861,870 － 
その他有形固定資産（純額） 92,492 85,116 
有形固定資産合計 8,480,604 9,654,642 

無形固定資産   
ソフトウエア 121,606 93,047 
電話加入権 5,887 5,887 
無形固定資産合計 127,494 98,935 

投資その他の資産   
投資有価証券 451,097 558,118 
長期貸付金 912 541 
繰延税金資産 59,070 2,367 
その他長期資産 150,408 191,159 

投資その他の資産合計 661,488 752,187 

固定資産合計 9,269,587 10,505,764 

資産合計 16,065,839 18,550,538 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び営業未払金 1,708,636 2,181,214 
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 21,529 
未払金 37,572 79,828 
未払法人税等 235,934 136,761 
未払消費税等 69,844 76,383 
未払費用 45,292 49,823 
賞与引当金 141,573 37,798 
役員賞与引当金 24,200 19,537 
その他流動負債 252,664 254,291 

流動負債合計 4,718,291 4,331,620 

固定負債   
長期借入金 4,398,450 6,329,361 
リース債務 31,957 50,329 
繰延税金負債 77,804 268,171 
退職給付引当金 210,826 178,553 
特別修繕引当金 458,052 351,979 
その他固定負債 32,179 31,679 

固定負債合計 5,209,270 7,210,074 

負債合計 9,927,562 11,541,694 

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 6,217,323 
自己株式 △416,831 △417,202 

株主資本合計 6,033,616 6,826,555 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 102,623 169,546 
繰延ヘッジ損益 △14,291 △5,940 

その他の包括利益累計額合計 88,332 163,606 

少数株主持分 16,328 18,681 

純資産合計 6,138,277 7,008,843 

負債純資産合計 16,065,839 18,550,538 
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 14,231,798 15,443,470 
売上原価 12,313,453 12,784,964 

売上総利益 1,918,344 2,658,505 

一般管理費 1,235,165 1,257,655 
営業利益 683,179 1,400,850 

営業外収益   
受取利息 434 247 
受取配当金 6,137 8,498 
負ののれん償却額 28,327 － 
為替差益 10,564 2,205 
不動産賃貸料 7,722 7,431 
その他営業外収益 3,629 5,297 
営業外収益合計 56,815 23,680 

営業外費用   
支払利息 51,548 64,930 
その他営業外費用 1,349 4,345 
営業外費用合計 52,897 69,275 

経常利益 687,097 1,355,255 

特別利益   
船舶売却益 160,712 69,421 
特別利益合計 160,712 69,421 

特別損失   
ゴルフ会員権評価損 10,244 － 

特別損失合計 10,244 － 

税金等調整前四半期純利益 837,565 1,424,676 

法人税、住民税及び事業税 200,964 309,619 
法人税等調整額 138,006 190,205 

法人税等合計 338,971 499,824 

少数株主損益調整前四半期純利益 498,593 924,851 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,606 2,239 

四半期純利益 502,200 922,612 
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 498,593 924,851 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △7,542 67,037 
繰延ヘッジ損益 － 8,350 

その他の包括利益合計 △7,542 75,388 

四半期包括利益 491,051 1,000,240 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 496,724 997,886 
少数株主に係る四半期包括利益 △5,672 2,353 
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当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

 該当事項はありません。  

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

 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）

新和内航海運㈱（9180）平成26年3月期第3四半期決算短信

8/9



  

Ⅰ 前第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1,800千円には、セグメント間取引消去1,800千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。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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 

(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1,800千円には、セグメント間取引消去1,800千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。  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

       （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  13,808,755 423,042 14,231,798 ─ 14,231,798
         

  セグメント間の内部売上高 又は振替高  ─ 25,035 25,035  △ 25,035 ─

         
 計  13,808,755 448,077 14,256,833 △ 25,035 14,231,798
 セグメント利益  659,700 21,678 681,379 1,800 683,179
 

       （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  14,997,378 446,091 15,443,470 ― 15,443,470
         

  セグメント間の内部売上高 又は振替高   35,028 35,028 △35,028 ―

         
 計  14,997,378 481,119 15,478,498 △35,028 15,443,470
 セグメント利益  1,341,393 57,656 1,399,050 1,800 1,400,850
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