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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 10,278 △20.3 △481 ― △514 ― △357 ―

23年3月期第3四半期 12,907 20.0 2,385 154.6 2,185 118.7 1,343 97.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △952百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 987百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △12.16 ―

23年3月期第3四半期 45.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 27,971 21,634 77.0
23年3月期 30,685 22,836 74.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,550百万円 23年3月期  22,797百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  

※配当予想の修正については、本日（平成24年２月７日）公表いたしました「業績予想ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

23年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
※連結業績予想の修正については、本日（平成24年２月７日）公表いたしました「業績予想ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 13,000 △17.6 △1,400 ― △1,500 ― △1,200 ― △40.80



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、［添付
資料］２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 29,429,335 株 23年3月期 29,429,335 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 19,460 株 23年3月期 19,400 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 29,409,917 株 23年3月期3Q 29,410,030 株
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 当第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年12月31日)の世界経済は、欧米の財政不安による景気減

速、中国や新興国の経済成長の鈍化など総体的に減速傾向が顕著になってきました。一方我が国経済は、東日本大

震災の影響により落ち込んだ景気に回復の兆しが見られたものの、海外経済の環境悪化を背景に、歴史的な円高の

長期化、株安、デフレの進行に加え、タイの洪水の影響が広がり、総じて厳しい状況が続いております。 

 当社の事業を取り巻く環境としては、一昨年の秋口からの下落を受けて低迷を続けていた運賃及び用船市況が、

今年度に入り一時回復の動きが見えたものの、荷動きの停滞と相俟って、新造船の大量竣工による船腹の供給圧力

の影響を受けて需給が緩み、秋以降は急激に市況が悪化し軟化傾向が顕著になって来ております。 

 当連結累計期間の平均為替レートは79.09円/米ドル（前年同期は87.47円/米ドル）であり、燃料油価格は通期平

均US$673/MT（前年同期はUS$492/MT）となり、超円高の継続や燃料油価格の高止まり等の業績悪化要因となる外部

環境も大変厳しく好転の兆しがみえない状況にあります。 

 その中にあって今期は、従来にも増して効率配船を追求すると共に、減速航海による燃料費の節減等コスト削減

努力を積み重ねて来ましたが、業績を改善することが出来ず、当連結累計期間においても赤字決算を余儀なくされ

ました。 

 具体的な数字といたしましては、当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）の連結売

上高は10,278百万円（前年同期比2,629百万円減少）、営業損失は481百万円（前年同期は2,385百万円の営業利

益）、経常損失は514百万円（前年同期は2,185百万円の経常利益）、四半期純損失は357百万円（前年同期は1,343

百万円の純利益）となりました。    

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は27,971百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,713百万円の減

少となりました。主な要因は現金・預金の減少3,451百万円、減価償却による船舶の減少1,600百万円、新造船建造

などにともなう建設仮勘定の増加1,945百万円等によるものです。 

 負債は6,337百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,511百万円の減少となりました。これは主に未払法人税等

の減少654百万円、短期借入金の減少290百万円、長期借入金の減少561百万円等によるものです。 

 純資産は21,634百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,202百万円減少しました。これは主にその他利益剰余

金の減少651百万円、その他有価証券評価差額金の減少597百万円等によるものです。 

  

 連結業績予想につきましては、上述の通り赤字決算となりましたが、今後につきましても、運賃及び傭船市況の

軟化傾向の継続が予想され、また為替レートの円高状態や燃料油価格の高止まりの改善についての方向性も不透明

であることより、厳しい事業環境が継続すると予想しております。その前提で、現時点で通期の業績予想を見直し

ました結果、平成23年11月7日付当社「平成24年3月期 第2四半期決算短信」にて発表いたしました平成24年3月期

の通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想ならびに配当予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、為替、燃料油価格の予想前提は以下の通りです。 

  

  

 配当金につきましては、配当性向を通期の当期純利益の20%目安とし、資産の売却損益ならびに投資計画を加味

して株主の皆様に安定的に配分することを基本方針としておりますが、上述した運賃市況の低迷、燃料費の高騰、

円高などの業績悪化要因が直ちに改善することはないと判断し、「未定」としておりました期末配当予想額につき

ましては、誠に遺憾ながら「無配」とさせていただきます。  

  

１.当四半期決算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

（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

  第４四半期（1月～３月） 当第３四半期累計会計期間実績 

為替レート（円／１米ドル）         \75.00        \79.09 

燃料油価格（US$／MT）    US$700        US$673 



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,276,160 2,824,830

海運業未収金 724,074 837,189

有価証券 2,567,287 3,320,730

貯蔵品 680,821 871,541

繰延及び前払費用 233,379 287,299

未収還付法人税等 － 212,551

その他 482,924 368,897

流動資産合計 10,964,647 8,723,041

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 13,018,949 11,418,443

建設仮勘定 1,247,894 3,193,322

その他（純額） 229,445 227,395

有形固定資産合計 14,496,289 14,839,161

無形固定資産 4,171 23,386

投資その他の資産   

投資有価証券 4,821,004 3,595,859

その他 426,638 817,349

貸倒引当金 △27,524 △27,524

投資その他の資産合計 5,220,118 4,385,684

固定資産合計 19,720,578 19,248,232

資産合計 30,685,226 27,971,273

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 963,136 1,068,601

短期借入金 999,623 709,117

未払法人税等 654,303 －

賞与引当金 23,760 7,143

その他 451,509 429,004

流動負債合計 3,092,333 2,213,867

固定負債   

長期借入金 4,369,960 3,808,350

繰延税金負債 47,150 －

退職給付引当金 31,849 42,094

特別修繕引当金 262,166 229,799

その他 45,249 43,085

固定負債合計 4,756,376 4,123,330

負債合計 7,848,710 6,337,197



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,351,682 3,351,682

資本剰余金 2,098,314 2,098,314

利益剰余金 16,927,287 16,275,666

自己株式 △6,301 △6,320

株主資本合計 22,370,983 21,719,344

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △429,046 △1,026,732

繰延ヘッジ損益 △3,745 △890

為替換算調整勘定 859,186 859,186

その他の包括利益累計額合計 426,394 △168,435

新株予約権 39,137 83,166

純資産合計 22,836,516 21,634,075

負債純資産合計 30,685,226 27,971,273



（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高   

海運業収益及びその他の営業収益 12,907,490 10,278,186

売上原価   

海運業費用及びその他の営業費用 9,816,103 9,992,768

売上総利益 3,091,386 285,417

一般管理費 706,321 766,899

営業利益又は営業損失（△） 2,385,064 △481,482

営業外収益   

受取利息 34,121 22,350

受取配当金 58,306 56,659

船舶燃料受渡差額金 23,518 85,979

法人税等還付加算金 25,172 －

その他 9,460 39,764

営業外収益合計 150,579 204,754

営業外費用   

支払利息 79,050 75,762

為替差損 247,118 121,386

その他 24,377 40,607

営業外費用合計 350,546 237,756

経常利益又は経常損失（△） 2,185,097 △514,484

特別利益   

用船契約解約金 92,587 －

特別利益合計 92,587 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,652 －

ゴルフ会員権評価損 3,728 6,895

その他 211 271

特別損失合計 10,592 7,167

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（△）

2,267,093 △521,651

法人税、住民税及び事業税 1,194,917 48,178

法人税等調整額 △271,380 △212,308

法人税等合計 923,537 △164,129

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,343,555 △357,521

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,343,555 △357,521



（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,343,555 △357,521

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △365,522 △597,686

繰延ヘッジ損益 9,564 2,855

その他の包括利益合計 △355,958 △594,830

四半期包括利益 987,597 △952,351

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 987,597 △952,351



  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。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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