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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 36,501 ― 6,924 ― 7,202 ― 4,791 ―
20年3月期第1四半期 30,328 20.5 6,048 180.6 6,203 201.6 6,213 413.5

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

21年3月期第1四半期 29.58 ―
20年3月期第1四半期 38.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 113,269 50,773 43.4 303.47
20年3月期 108,253 47,153 42.0 280.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  49,140百万円 20年3月期  45,456百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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2四半期連結累計期間 76,000 ― 14,000 ― 14,000 ― 9,000 ― 55.58
通期 150,000 13.6 24,500 8.5 24,400 11.5 15,200 △5.4 93.87

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提として 
います。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  業績予想の前提条件その他の関連する事項については、2、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
（2）「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を当第1四半
期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  162,000,000株 20年3月期  162,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  70,724株 20年3月期  70,649株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  161,929,295株 20年3月期第1四半期  161,935,732株
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定性的情報・財務諸表等

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（平成20年４月１日から平成20年６月30日までの３ヶ月）の外航海運を取り巻く環境

は、 米国経済の低迷、欧州の景気減速等の逆風の中ながら、BRICs諸国など新興国の経済成長を背景とした堅調な

原料輸送需要に加え、積地滞船や修繕期間長期化等のため船腹需給が逼迫し、ドライバルク市況は記録的な高値水

準となり、６月半ばより調整局面にはあるものの引き続き高水準で推移しています。一方、タンカー市況は、貯蔵

目的の大規模な船腹手当や修繕期間の長期化等により船腹需給が引き締まったことにより、ドライバルク市況と同

様、高水準で推移しました。また内航海運市況は、主要荷主である鉄鋼メーカーの粗鋼生産量は前年度より引き続

き高水準であったものの、これまで続いてきた荷動きの好調さには若干歯止めが掛かりました。

　船舶の燃料油価格は前年度より更に高騰し、当社の第１四半期の燃料油平均購入価格はトン当たり約606ドルと

なり、前年同期比では約242ドル上昇しました。また対米ドル円相場は期中平均で102円33銭と、期初見込100円に

比較して２円33銭の円安となり、前年同期比では17円の円高となりました。

　このような事業環境下、 当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結売上高は前年同期比20.4％増の365億

１百万円、営業利益は同14.5％増の69億24百万円、経常利益は同16.1％増の72億２百万円、当四半期純利益は船舶

の売却益等の特別利益がなかったため、同22.9％減の47億91百万円となりました。

　なお当社グループの事業構成は海上運送業がほぼ全体を占めており、連結売上高に占める外航海運業の割合は約

85％、内航海運業等の割合は約15％となっています。当第１四半期においては、パナマックス型撒積船（７万重量

トン型） とハンディ型撒積船（２～５万重量トン型）が高市況に恵まれ、収益向上に大きく貢献しました。

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期末に比べ50億16百万円増加し、 1,132億69百万円となりました。 

これは積極的な船隊設備による船舶の増加や、土地建物の取得による固定資産の増加及び燃料油価格の上昇に伴う

たな卸資産の増加等によるものです。

　負債合計は、 前期末に比べ13億96百万円増加し、624億96百万円となりましたが、これは主として船舶への投資

のための借入金の増加等によるものです。

　純資産の部は、 利益剰余金の増加を主要因として前期末に比べ36億20百万円増加し、507億73百万円となりまし

た。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期連結業績予想    　 （単位：億円）　

 
　第２四半期連結累計期間 通期　

期初予想 今回予想 増減額　 増減率 期初予想 今回予想 増減額　 増減率　

　売上高 685 760 　+75 　+10.9％ 1,350 1,500 +150 +11.1％　

　営業利益 100 140 　+40 　+40.0％ 205 245 　+40 +19.5％　

　経常利益 96 140 　+44 　+45.8％ 200 244 　+44 +22.0％　

　当期純利益 58 90 　+32 　+55.2％ 120 152 　+32 +26.7％　

　  ※期初予想（平成20年５月９日発表）及び今回予想における為替レート及び燃料油価格（内地Ｃ重油）の前提は以下

　　　のとおりです。

 期初予想　 今回予想

　為替レート 　US$=100円
　US$=108円（第２四半期前提）

　US$=100円（第３、４四半期前提）

　燃料油価格 　US$535/MT
　US$676/MT（第２四半期前提）

　US$744/MT（第３、４四半期前提）
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　第２四半期連結会計期間以降につきましては、鉄鉱石・石炭を中心に海上輸送の実需は引き続き堅調に推移する

ものと見込まれ、また豪州等の積地滞船状況が大きく改善される見込みもないことから、船腹需給は大きく変動す

ることはなく、ドライバルク市況は現況とほぼ同水準で推移するものと予想しています。一方、燃料油価格の高騰

をはじめ、船員費・修繕費など船舶コストが増加傾向にあることが利益圧迫要因として強く懸念されます。

　このような事業環境の下、第２四半期連結累計期間の業績は第１四半期連結累計期間の好調さを維持する見込み

ですが、第３・第４四半期連結会計期間の連結業績につきましては期初予想とほぼ同水準に落ち着くものと予想し、

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績を前掲のとおり修正いたします。なお第３・第４四半期につきまして

は、為替レートは期初前提より変更しない一方で、燃料油価格は直近の高騰局面を反映し、内地Ｃ重油価格をトン

当り744ドル（期初前提比209ドル増）へと見直しております。

 

４．その他

（１）期中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）

該当事項はありません。　

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①定率法を採用している固定資産については、連結会計期間に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

  法によっております。

②法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

　よっております。

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発

　生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック　

　ス・プランニングを利用する方法によっております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当第1四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成19年３月14 

  日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19 

  年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

  四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結

  会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日 企業会計基準

　第９号)が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低

　下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。これによる損益への影響は軽微であります。

③当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

　い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を

　行っております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,090 7,048

受取手形及び営業未収金 12,870 12,599

短期貸付金 2,998 7,496

たな卸資産 4,747 3,155

前払費用 4,297 2,986

繰延税金資産 255 882

その他流動資産 7,350 3,590

貸倒引当金 △23 △24

流動資産合計 39,584 37,732

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 51,771 48,179

建物（純額） 577 150

土地 734 390

建設仮勘定 10,632 11,631

その他有形固定資産（純額） 515 535

有形固定資産合計 64,229 60,885

無形固定資産 533 568

投資その他の資産   

投資有価証券 7,456 7,442

繰延税金資産 401 518

その他長期資産 1,068 1,110

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 8,923 9,068

固定資産合計 73,685 70,521

資産合計 113,269 108,253



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,904 6,016

短期借入金 7,798 7,219

未払費用 201 208

未払法人税等 2,861 5,739

繰延税金負債 50 426

前受金 2,032 1,856

賞与引当金 283 399

役員賞与引当金 6 105

その他流動負債 2,940 3,489

流動負債合計 24,075 25,457

固定負債   

長期借入金 33,537 30,557

繰延税金負債 2,858 2,846

退職給付引当金 989 981

特別修繕引当金 713 831

その他固定負債 324 428

固定負債合計 38,421 35,643

負債合計 62,496 61,100

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100 8,100

資本剰余金 20 20

利益剰余金 41,172 37,838

自己株式 △22 △22

株主資本合計 49,270 45,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,445 1,085

繰延ヘッジ損益 △106 △1,112

為替換算調整勘定 △1,469 △453

評価・換算差額等合計 △130 △480

少数株主持分 1,633 1,697

純資産合計 50,773 47,153

負債純資産合計 113,269 108,253



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

海運業収益及びその他の営業収益 36,501

売上原価  

海運業費用及びその他の営業費用 28,241

売上総利益 8,260

一般管理費 1,336

営業利益 6,924

営業外収益  

受取利息 63

受取配当金 133

為替差益 398

持分法による投資利益 19

その他営業外収益 13

営業外収益合計 626

営業外費用  

支払利息 175

その他営業外費用 173

営業外費用合計 348

経常利益 7,202

税金等調整前四半期純利益 7,202

法人税等 2,414

少数株主利益 △3

四半期純利益 4,791



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 7,202

減価償却費 1,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △116

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △99

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △118

受取利息及び受取配当金 △195

支払利息 175

持分法による投資損益（△は益） △19

営業債権の増減額（△は増加） △271

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,592

営業債務の増減額（△は減少） 1,888

その他 △3,683

小計 4,588

利息及び配当金の受取額 196

利息の支払額 △195

法人税等の支払額 △5,699

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,110

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 237

有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,731

有形及び無形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △1,060

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,163

貸付金の回収による収入 4,497

投資活動によるキャッシュ・フロー △894

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 830

長期借入れによる収入 3,959

長期借入金の返済による支出 △1,099

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △1,296

少数株主への配当金の支払額 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280

現金及び現金同等物の期首残高 6,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,832



　「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会計基準第12号）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会計基準適用指

針第 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半

期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日)

　当社及び連結子会社の営んでいる事業のうち、支配的なセグメントである海上運送業の売上高及び営業損益の

金額が全体の売上高及び営業損益の金額のいずれも90％超であり、かつ海上運送業以外には、売上高及び営業損

益の金額が10％以上となるセグメントがないので、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第1四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日)

　本国以外の国に所在する連結子会社の売上高の合計額が全体の売上高の10％に達していないので、記載を省略

しております。

 

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日)　

 アジア 北米・南米
豪州・

オセアニア
中近東　 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,045 9,861 9,611 1,703 1,870 31,090

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 　－ － 36,501

Ⅲ　連結売上高に占める海外

    売上高の割合（％）
22.1 27.0 26.3 4.6 5.1 85.1

 

　(注)　１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　２．各区分に属する主な国または地域

　　　　　(１)アジア…中国・インドネシア・インド

　　　　　(２)北米・南米…米国・カナダ・ブラジル・チリ

　　　　　(３)豪州・オセアニア…豪州・パプアニューギニア

　　　　　(４)中近東…サウジアラビア・アラブ首長国連邦

　　　　　(５)その他…南アフリカ・欧州各国

　　　　３．海外売上高のうち、主なものは外航海運業収益であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第1四半期連結累計期間
（自 平成19年4月1日

　　至 平成19年6月30日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 30,328

Ⅱ　売上原価 23,179

売上総利益 7,149

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,101

営業利益 6,048

Ⅳ　営業外収益 333

Ⅴ　営業外費用 178

経常利益 6,203

Ⅵ　特別利益 4,487

税金等調整前四半期純利益 10,690

税金費用 4,406

少数株主利益                    71

四半期純利益 　　　　　　　  6,213

－ 1 －
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