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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 5,445 0.1 595 32.4 173 48.0 122 135.2
22年3月期第2四半期 5,438 2.1 449 △34.6 117 △61.3 52 △69.0

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

23年3月期第2四半期 3.20 ―
22年3月期第2四半期 1.36 ―

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

23年3月期第2四半期 46,242 8,750 18.9 228.81
22年3月期 45,950 9,338 20.3 244.18

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,750百万円 22年3月期  9,338百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 4.00 4.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 11,100 0.3 970 △10.5 160 △54.7 110 △44.4 2.88



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、
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については、
四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 38,250,000株 22年3月期  38,250,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,166株 22年3月期  6,966株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 38,242,986株 22年3月期2Q 38,243,766株
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１．当四半期の連結業績等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 

    当第 2 四半期連結累計期間（平成 22 年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日）の世界経済は、中国・

インドを始めとする新興国の堅調な経済発展に牽引され緩やかな回復基調となりましたが、期後

半にかけては、欧州の財政危機や金融不安、米国のデフレ懸念など、景気の先行きが不透明な中

で推移いたしました。 
我が国経済につきましても、それらグローバルなリスク要因により円高が一段と進行し、輸出

企業を中心とした企業業績の下振れ懸念が増大しており、更に長引く雇用不安や所得の低迷など

の問題もあり、景気回復にはまだ長い時間が掛かるものと思われます。 
当第 2 四半期連結累計期間の海運市況は、原油船市況においては、原油の洋上備蓄や中国の

輸入増などから期前半は堅調な市況展開となりましたが、期後半は新造船の供給圧力や欧米の石

油消費の減退などが影響し低迷いたしました。 
石油製品船市況は、主に中東から極東のナフサ輸送に使用されている LR2 型の市況は比較的

堅調に推移しましたが、他の船型については原油船市況と同様に、欧米の石油製品の需要減退な

どにより低迷いたしました。 
ドライバルク船市況においては、パナマックスやハンディマックスの市況が、世界的な経済不

安の中、底堅い石炭の輸送需要などにより堅調に推移いたしました。 
    このような状況にあって、当社グループはＶＬＣＣの長期貸船契約を主体とし、安定した収益

を基盤に引き続き全社を挙げて運航効率の向上と船費などのコスト削減に努めて参りました結

果、経営成績は以下の通りとなりました。 
    海運業収益は、昨年７月に竣工した新造石油製品船がフル稼働いたしましたが、VLCC の傭

船契約更改や円高の影響などにより 54 億 4 千 5 百万円（前年同期比 7 百万円増）となりました。

海運業費用は、VLCC2 隻の入渠仕様変更による修繕費の減少や、船費の一部で発生が第 3 四半

期以降に持ち越されたこと等により 44 億 5 千 4 百万円（前年同期比 1 億 7 千万円減）となり、

営業利益は 5 億 9 千 5 百万円（前年同期比 1 億 4 千 5 百万円増）、経常利益は 1 億 7 千 3 百万円

（前年同期比 5 千 6 百万円増）、四半期純利益は 1 億 2 千 2 百万円（前年同期比 7 千万円増）と

なりました。 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
   資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ２億９千 1 百万円増加

し４６２億４千２百万円となりました。流動資産は用船料の精算等により９千６百万円減少し

26 億 5 百万円となりました。固定資産は減価償却の進捗及び投資有価証券の評価益の減少があ

ったものの、新造船の設備投資による増加により、３億８千８百万円増加し４３６億３千７百万

円となりました。 
    負債の部は、デリバティブ評価損などの増加により、前連結会計年度末に比べ８億７千９百万

円増加し３７４億９千２百万円となりました。 
    純資産の部は、その他有価証券評価差額金の減少及び繰延ヘッジ損失の増加により評価・換算

差額等が減少したため、前連結会計年度末に比べ５億８千７百万円減少し、８７億５千万円とな

りました。 
   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
平成 23 年 3 月期の通期（連結・個別）の業績予想につきましては、平成 22 年 5 月 7 日発表

のとおりであり、変更はありません。 
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２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 

 （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
税金費用の計算 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
 

 （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
   ①資産除去債務に関する会計基準の適用 
    当第 1 四半期連結会計期間より、 「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 

平成 20 年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

 
   ②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用 
    当第 1 四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 

年 3 月 10 日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第 24 号 平成 20 年 3 月 10 日）を適用しております。 
    これによる損益に与える影響はありません。 
 
   ③表示方法の変更 
    （四半期連結損益計算書） 

ⅰ．第 1 四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 

平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令第 5 号）の適用により、当第 2
四半期連結会計期間及び当第 2 四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 
 
    ⅱ．前第 2 四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

した「受取家賃」は営業外収益総額の 100 分の 20 を超えたため、当第 2 四半期連結会計期

間では区分掲記することとしました。なお、前第 2 四半期連結会計期間の営業外収益の「そ

の他」に含まれる「受取家賃」は 1,595 千円であります。 
 
    （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第 2 四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」

に含めて表示しておりました「立替金の増減額」、「前受金の増減額」は重要性が増加したた

め、当第 2 四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第 2 四半期連

結累計期間の「営業活動によるキャッシュ･フロー」の「その他」に含まれる「立替金の増

減額」は 130,341 千円、「前受金の増減額」は 116,824 千円であります。 
 
 （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
    該当事項はありません。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,453,042 1,643,543

海運業未収金 3,173 113,768

短期貸付金 339,149 349,864

立替金 148,868 30,963

有価証券 50,486 50,464

貯蔵品 207,624 203,440

繰延及び前払費用 22,478 20,663

繰延税金資産 156,750 －

その他流動資産 224,672 289,849

貸倒引当金 △1,156 △1,260

流動資産合計 2,605,088 2,701,298

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 35,055,032 36,759,332

建物（純額） 19,768 20,853

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 7,279,134 5,117,788

その他有形固定資産（純額） 10,346 10,558

有形固定資産合計 42,412,254 41,956,504

無形固定資産 4,592 4,694

投資その他の資産   

投資有価証券 914,783 1,068,873

その他長期資産 306,166 219,547

投資その他の資産合計 1,220,950 1,288,421

固定資産合計 43,637,796 43,249,620

資産合計 46,242,885 45,950,919
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 370,874 220,847

短期借入金 5,573,354 4,806,020

未払費用 58,106 60,056

未払法人税等 149,487 34,636

繰延税金負債 － 51,361

賞与引当金 56,263 63,085

役員賞与引当金 8,035 14,560

その他流動負債 972,640 252,436

流動負債合計 7,188,760 5,503,004

固定負債   

長期借入金 27,804,164 28,405,508

繰延税金負債 111,272 317,132

退職給付引当金 446,120 425,984

特別修繕引当金 310,337 586,095

その他固定負債 1,631,789 1,375,092

固定負債合計 30,303,683 31,109,812

負債合計 37,492,444 36,612,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,850,000 2,850,000

資本剰余金 518,694 518,694

利益剰余金 6,415,412 6,445,914

自己株式 △2,150 △2,116

株主資本合計 9,781,956 9,812,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,737 241,128

繰延ヘッジ損益 △1,181,253 △715,519

評価・換算差額等合計 △1,031,515 △474,390

純資産合計 8,750,440 9,338,102

負債純資産合計 46,242,885 45,950,919
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

海運業収益 5,438,548 5,445,561

海運業費用 4,624,521 4,454,372

海運業利益 814,026 991,189

一般管理費 364,104 395,654

営業利益 449,922 595,535

営業外収益   

受取利息及び配当金 33,824 36,879

持分法による投資利益 58,606 －

その他営業外収益 13,471 9,856

営業外収益合計 105,902 46,735

営業外費用   

支払利息 427,570 412,845

持分法による投資損失 － 27,812

その他営業外費用 11,239 28,403

営業外費用合計 438,810 469,061

経常利益 117,014 173,209

特別利益   

特別修繕引当金取崩額 － 62,421

特別利益合計 － 62,421

税金等調整前四半期純利益 117,014 235,631

法人税等 64,948 113,161

少数株主損益調整前四半期純利益 － 122,469

四半期純利益 52,066 122,469
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

海運業収益 2,780,565 2,641,513

海運業費用 2,404,405 2,267,422

海運業利益 376,159 374,090

一般管理費 187,886 200,644

営業利益 188,272 173,445

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,490 2,292

持分法による投資利益 35,277 －

受取家賃 － 1,568

補助金収入 － 1,272

その他営業外収益 432 679

営業外収益合計 38,200 5,812

営業外費用   

支払利息 226,899 202,707

持分法による投資損失 － 18,089

その他営業外費用 8,745 15,442

営業外費用合計 235,645 236,238

経常損失（△） △9,172 △56,980

特別利益   

特別修繕引当金取崩額 － 62,421

特別利益合計 － 62,421

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（△）

△9,172 5,441

法人税等 △20,852 3,470

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,971

四半期純利益 11,679 1,971
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 117,014 235,631

減価償却費 1,654,640 1,767,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,240 20,135

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 7,678 △275,757

受取利息及び受取配当金 △33,824 △36,879

支払利息 427,570 412,845

持分法による投資損益（△は益） △58,606 27,812

売上債権の増減額（△は増加） 109,231 110,595

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,334 △4,183

仕入債務の増減額（△は減少） 215,426 150,026

立替金の増減額(△は増加） － △117,904

前受金の増減額（△は減少） － 193,810

その他 263,738 53,815

小計 2,678,293 2,537,280

利息及び配当金の受取額 33,857 36,859

利息の支払額 △403,871 △416,730

法人税等の支払額 △518,750 △30,953

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,789,529 2,126,455

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） 399,419 －

有形固定資産の取得による支出 △3,419,404 △2,201,379

無形固定資産の取得による支出 － △1,345

貸付けによる支出 △16,000 △19,500

貸付金の回収による収入 2,402 2,402

定期預金の預入による支出 － △100,000

その他 △7,799 3,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,041,382 △2,316,681

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 2,835,000 2,069,000

長期借入金の返済による支出 △1,685,010 △1,903,010

配当金の支払額 △152,211 △152,139

その他 △172 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー 997,606 13,815

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,559 △14,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264,806 △190,479

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,924 1,694,008

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,470,117 1,503,528
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（４）継続企業の前提に関する注記

　　　該当する事項はありません。

（５）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

    前第２四半期連結累計期間（自　平成21年4月1日　至　平成21年9月30日）

　　当社及び連結子会社は単一種類の事業（外航海運業）を営んでいるため、事業の種類別セグ

　メントの記載は省略しております。

　【所在地別セグメント情報】

　　前第２四半期連結累計期間（自　平成21年4月1日　至　平成21年9月30日）
日本

(百万円)
中南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社(百万円)

連結
(百万円)

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 5,181 256 5,438 -        5,438

（２）セグメント間の内部売上高 261 4,020 4,281 △ 4,281 -        

　　　　　計 5,442 4,277 9,720 △ 4,281 5,438

　　　営業利益 △ 62 512 449 -        449

(注)　１．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　中南米 ・・・ パナマ、バハマ　

　【海外売上高】

　　前第２四半期連結累計期間（自　平成21年4月1日　至　平成21年9月30日）

中近東 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,146 272 5,419

Ⅱ　連結売上高（百万円） -        -        5,438
Ⅲ　連結売上高に占める海外
　　 売上高の割合（％） 94.6% 5.0% 99.6%

(注） １．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　中近東 ・・・ U.A.E.、サウジアラビア、カタール　他

　　　　　その他 ・・・ 東南アジア　他

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　【セグメント情報】

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年4月１日　至　平成22年9月30日）

　　当社グループは、外航海運業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　（追加情報）

　　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

　第17号　平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

　会計基準適用指針第20号　平成20年3月21日）を適用しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当する事項はありません。
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