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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 21,224 △41.9 117 △98.3 △44 ― 161 △96.6

21年3月期第1四半期 36,501 ― 6,924 ― 7,202 ― 4,791 ―

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

22年3月期第1四半期 0.99 ―

21年3月期第1四半期 29.58 ―

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

22年3月期第1四半期 108,849 46,666 41.4 278.00
21年3月期 107,009 44,225 39.8 262.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  45,013百万円 21年3月期  42,582百万円

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

21年3月期 ― 8.00 ― 0.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

43,000 △46.1 1,200 △91.5 900 △93.5 800 △91.4 4.94

通期 83,000 △37.5 2,600 △80.3 2,000 △84.0 1,700 △74.6 10.50

Y-Usami
社旗スタンプ



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、4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） 

(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)平成21年４月30日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を本資料において修正しています。 
(2)本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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、3、4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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 162,000,000株 21年3月期  162,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  79,096株 21年3月期  77,829株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 161,921,404株 21年3月期第1四半期 161,929,295株



 当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日までの３ヶ月間）の外航海運市況は、ドライ

バルクについては、４月は前年度後半からの世界的な景気減速の影響により鉄鉱石や石炭の荷動きが低調に推移しま

したが、５月より中国向け鉄鉱石の輸送需要が増加し、また、それに伴い積揚地での滞船が拡大し、船腹需給が引き

締まったことにより、ケープサイズを中心に回復しました。これによりドライバルク部門の業績は当初予想に比べ改

善しました。一方、タンカーにつきましては、中国の原油需要は底堅かったものの、欧米の需要が減退したこと等に

より船腹の需給が世界的に緩み、運賃市況は低迷しました。当社は、ほぼ全船を長期契約に投入しているため、この

市況低迷の影響は軽微でしたが、定期修繕の前倒しに伴う費用の発生等もあり、タンカー部門の業績は悪化しまし

た。 

 また、内航海運事業の業績は、世界的な景気後退の影響を受け鉄鋼が大幅減産となったことに加え、国内需要の急

激な冷え込みによって鋼材輸送量が激減し、セメント等のばら積貨物も国内需要低迷により輸送量は低調に推移した

結果、大幅な減益となりました。 

 原油価格は、世界的金融混乱・世界経済減速の影響により前年同期に比べ大幅に下落しました。当社の第１四半期

の燃料油平均価格はトン当たり約278ドルとなり、前年同期比約300ドル下落し、運航費用に占める比率の高い燃料費

の負担が軽減され収益改善の一要因となりました。 

 また、対米ドル円相場は期中平均で97円と、期初見込95円に比較して２円の円安となり、前年同期比では５円33銭

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売上高は212億24百万円（前年同期比41.9%

減）、営業利益は１億17百万円（前年同期比98.3%減）、経常損失は44百万円（前年同期は72億２百万円の経常利

益）、四半期純利益は１億61百万円（前年同期比96.6%減）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8

割、内航海運業等の割合は2割弱となっています。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ、18億40百万円増加し、1,088億49百万円となり

ました。このうち流動資産は受取手形及び営業未収金の減少を主として18億31百万円減少しましたが、固定資産は、

船舶1隻の取得や投資有価証券の時価上昇等により、36億71百万円増加しました。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、６億１百万円減少の621億83百万円となりました。流動負債は燃料油先物予

約の評価損が減少したことによりその他流動負債が減少したこと、短期借入金の返済等により22億24百万円減少しま

した。固定負債は船舶取得のための長期借入金の増加があり、16億23百万円増加しました。  

 純資産合計は評価・換算差額等のマイナス幅が縮小した結果、前連結会計年度末に比べ、24億41百万円増加しまし

た。  

   

  

【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

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

 平成22年３月期連結業績予想 (単位：百万円)

  
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  40,000 43,000 3,000 7.5% 83,000 83,000 －  －

 営業利益      50 1,200 1,150 2,300.0%  1,610 2,600 990 61.5%

 経常利益 △ 440  900 1,340 －    550 2,000 1,450 263.6%

 当期純利益 △ 260  800 1,060 －    170 1,700 1,530 900.0%

※期初予想(平成21年4月30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

通りです。 

  期初予想 今回予想 

 為替レート US$=95円 
US$=95円 (第２四半期前提） 

US$=90円 (第３，４四半期前提） 

 燃料油価格 （内地C重油価格） US$300/MT 
US$415/MT (第２四半期前提） 

US$415/MT (第３，４四半期前提） 

  



 第２四半期連結会計期間以降につきましては、船員費・修繕費といった船舶コストが全体的に高止まり状態にあ

り、さらに外航海運業にとって大きな変動要因である為替相場につきましても円高懸念が払拭できず、事業環境は予

断を許さない状況にあるものの、ケープサイズ市況が引き続き好調に推移し、その他船型の市況も徐々に回復してく

ると考えられることや、前年度末から当第１四半期にかけて高コスト船の早期返船を実施した効果等により、業績は

徐々に上向くものと考えられます。 

 このような状況下、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績を前掲の通り修正いたします。 

 なお、第３・第４四半期につきましては、燃料油価格の足元の上昇局面を反映し、内地C重油価格をトン当たり415

ドル（期初予想比115ドル増）へと見直していることに加え、為替レートは１ドル=90円と、さらなる円高を前提とし

ております。 

  

 上記の通り業績予想は上方修正いたしましたが、今後の海運市況や為替・燃料油価格などは変動する可能性が高

く、不確定な部分が大きいことから、第２四半期末及び期末の配当予想につきましては、平成21年４月30日付の平成

21年３月期決算短信に記載の予想は修正せず、現時点では無配とさせていただきます。 

  

該当事項はありません。  

  

①定率法を採用している固定資産については、連結会計年度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定に関しては、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想やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。  

  

    該当事項はありません。 

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,750 10,333

受取手形及び営業未収金 6,743 8,424

短期貸付金 3,010 16

たな卸資産 2,250 1,843

前払費用 1,778 1,821

繰延税金資産 1,874 2,291

その他流動資産 4,510 6,017

貸倒引当金 △21 △20

流動資産合計 28,894 30,725

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 60,598 57,914

建物（純額） 508 514

土地 559 559

建設仮勘定 10,805 10,655

その他有形固定資産（純額） 447 466

有形固定資産合計 72,917 70,108

無形固定資産 400 429

投資その他の資産   

投資有価証券 5,378 4,093

繰延税金資産 226 606

その他長期資産 1,036 1,050

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 6,638 5,747

固定資産合計 79,955 76,284

資産合計 108,849 107,009



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,990 4,222

短期借入金 7,053 7,560

未払費用 225 162

未払法人税等 32 453

繰延税金負債 35 120

前受金 1,025 957

賞与引当金 110 305

役員賞与引当金 － 46

その他流動負債 6,164 7,033

流動負債合計 18,634 20,858

固定負債   

長期借入金 39,800 38,063

退職給付引当金 885 880

特別修繕引当金 836 802

繰延税金負債 1,778 1,828

その他固定負債 250 353

固定負債合計 43,549 41,926

負債合計 62,183 62,784

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 41,936 41,775

自己株式 △25 △24

株主資本合計 50,031 49,871

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 288 △434

繰延ヘッジ損益 △3,151 △3,869

為替換算調整勘定 △2,155 △2,986

評価・換算差額等合計 △5,018 △7,289

少数株主持分 1,653 1,643

純資産合計 46,666 44,225

負債純資産合計 108,849 107,009



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 21,224

売上原価   

海運業費用及びその他の営業費用 28,241 19,921

売上総利益 8,260 1,303

一般管理費 1,336 1,186

営業利益 6,924 117

営業外収益   

受取利息 63 32

受取配当金 133 52

為替差益 398 －

持分法による投資利益 19 25

その他営業外収益 13 17

営業外収益合計 626 126

営業外費用   

支払利息 175 247

為替差損 － 36

その他営業外費用 173 4

営業外費用合計 348 287

経常利益又は経常損失（△） 7,202 △44

特別利益   

輸送契約解約金 － 38

特別利益合計 － 38

特別損失   

用船解約金 － 92

特別損失合計 － 92

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

7,202 △98

法人税等 2,414 △245

少数株主損失（△） △3 △14

四半期純利益 4,791 161



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

7,202 △98

減価償却費 1,417 1,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △116 △195

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △99 △46

前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 － 18

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △118 34

受取利息及び受取配当金 △195 △84

支払利息 175 247

持分法による投資損益（△は益） △19 △25

営業債権の増減額（△は増加） △271 1,681

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,592 △407

営業債務の増減額（△は減少） 1,888 △191

その他 △3,683 2,153

小計 4,588 4,701

利息及び配当金の受取額 196 84

利息の支払額 △195 △237

法人税等の支払額 △5,699 △417

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,110 4,131

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 △40

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 －

船舶の取得による支出 － △3,722

その他の固定資産取得による支出 － △7

投資有価証券の取得による支出 △1,060 △1

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 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △2,994

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △894 △6,764

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 △770

長期借入れによる収入 3,959 2,998

長期借入金の返済による支出 △1,099 △1,146

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △1,296 △4

少数株主への配当金の支払額 △62 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,332 1,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 280 △1,623

現金及び現金同等物の期首残高 6,552 10,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,832 8,590



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

表示方法の変更  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

①営業活動によるキャッシュ・フローの「前払年金費用及び退職給付引当金の増減額」は、前第１四半期連結

累計期間においては「その他」に含めて表示しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より区分して表示

することと致しました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間における「前払年金費用及び退職給付引当金の増減額」は、32百万円で

す。 

②投資活動によるキャッシュ・フローの「船舶の取得による支出」及び「その他の固定資産取得による支出」

は、前第１四半期連結累計期間においては「有形及び無形固定資産の取得による支出」に含めて表示しており

ましたが、当第１四半期連結累計期間より各々区分して表示することと致しました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間における「船舶の取得による支出」は、△4,969百万円、「その他の固定

資産取得による支出」は、△762百万円です。  

③投資活動によるキャッシュ・フローの短期貸付金の回収について、前第１四半期連結累計期間においては

「貸付金の回収による収入」として表示しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より「短期貸付金の増

減額（△は増加）」として表示することと致しました。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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