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（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 ％ 

25年３月期第２四半期  4,731  △11.3  125  －  99  －  107  －

24年３月期第２四半期  5,338  △6.4  △343  －  △370  －  △370  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 90百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △377百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  18.03  －

24年３月期第２四半期  △61.61  －

  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 

25年３月期第２四半期  11,244  3,152  28.0  542.58

24年３月期  10,805  3,118  28.8  519.18

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 3,152百万円   24年３月期 3,118百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 10.00  10.00

（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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  8,600  △24.4  300  －  200  －  190  －  31.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

ynatori
新規スタンプ



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条５に該当するものであります。詳細

は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項、会計方針の変更・会計上の見積りの変更・

修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 6,050,000株 24年３月期 6,050,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 239,684株 24年３月期 43,684株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,988,108株 24年３月期２Ｑ 6,006,316株

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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

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。
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（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におけるわが国の経済は、東日本大震災後の復興需要等を背景とした回復傾向にある

ものの、欧州財政不安などによる海外経済の低迷、長期的な円高などの景気下振れリスクが依然として続き、先行

き不透明な状況で推移いたしました。 

 当業界においてもまぐろ類の漁獲は一部海域において漁況が好転したものの、他海域では未だ回復しておりませ

ん。また、収束しないインド洋海賊問題により同海域では航路迂回を余儀なくされております。燃料油価格も高止

まり状況下にあり、依然として厳しい環境にありますが、平成24年５月11日に決算短信にて公表いたしました当社

グループ「改善施策」推進の結果、傭船契約の変更により海運事業の売上高は減少したものの損益は前年同期に比

べて大きく改善いたしました。 

  

  当第２四半期連結累計期間と前第２四半期連結累計期間の連結業績比較は以下のとおりです。  

  

  

 また、主なセグメントごとの業績は以下のとおりです。  

  

  

 ① 海運事業 

 海運事業につきましては、売上高が減少しておりますが、これは期初の計画どおりに船舶隻数の削減ならびに傭

船契約変更を実施したことが主な要因です。セグメント利益につきましては洋上転載業務の効率化、燃費を重視し

た 適運航などの「改善施策」の実施により、前年同期に比べて大きく改善いたしました。 

  

 ② 貿易事業  

 貿易事業につきましては、売上高は前年同期と比べて微増にとどまりましたが、台湾子会社での外部取引が寄与

しセグメント利益は増益となりました。 

  

 ③ 洋上給油事業  

 洋上給油事業につきましては、販売数量が減少したため売上高は前年同期を下回りましたが効率配船の結果、セ

グメント利益は増益となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

 (百万円)

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

増減率(％) (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

  至 平成23年９月30日)   至 平成24年９月30日) 

 売   上   高    5,338 4,731  △11.3 

 営  業  損  益   △343 125  -  

 経  常  損  益   △370 99  -  

 四 半 期 純 損 益   △370 107  -  

セグメント(百万円) 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 
増減率

(％) 
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日 

  至 平成23年９月30日)   至 平成24年９月30日) 

海 運 事 業 
 売 上 高  2,003 1,596  △20.3  

 セグメント利益 △201 173  - 

貿 易 事 業 
 売 上 高  1,502 1,518  1.0 

 セグメント利益 23 35  50.5  

洋上給油事業 
 売 上 高  1,640 1,412  △13.8  

 セグメント利益 24 53  123.4  

船舶貸渡事業 
 売 上 高  191 201  5.4  

 セグメント利益 △51 △14  -  



  

 ④ 船舶貸渡事業 

 船舶貸渡事業につきましては、傭船料収入がUSドル建てであるため円高の影響を大きく受けておりますが、減価

償却費計上額が減少したことにより、セグメント損失額は大きく減少いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第２四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４億３千９百万円増加し、112億４千４百万

円となりました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加し、58億６千４百万円となりま

した。これは、受取手形・海運業未収金及び売掛金４億５千２百万円などが減少したものの、短期貸付金９千万

円、商品及び製品１億３千１百万円、その他に含まれる前渡金２億９千１百万円などの増加によるものです。固定

資産は、前連結会計年度末に比べ３億３千６百万円増加し、53億８千万円となりました。これは、有形固定資産の

船舶において、中古の超低温冷蔵船の取得５億８千万円など、および船舶減価償却費２億９百万円の計上により３

億７千６百万円増加があったことなどによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ４億５百万円増加し、80億９千２百万円となりました。これは、流動負債で海

運業未払金及び買掛金９千９百万円、固定負債で長期借入金１億２千５百万円などの減少があったものの、短期借

入金７億３千８百万円などの増加によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ３千４百万円増加し、31億５千２百万円となりました。これは、自己株式取

得３千４百万円などによる減少があったものの、利益剰余金８千５百万円などの増加によるものです。 

 この結果自己資本比率は、前連結会計年度末より0.8ポイント減少し28.0%になりました。   

（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て１千５百万円増加し11億２千４百万円となりました。 

   営業活動の結果、増加した資金は２億４千７百万円（前年同期は３億１千７百万円の増加）となりました。これ

は、主に仕入債務の減少１億１千８百万円、その他に含まれるその他流動資産の増加２億４千万円があったもの

の、税金等調整前四半期純利益９千９百万円、減価償却費２億１千９百万円、売上債権の減少４億５千２百万円な

どがあったことによるものです。 

   投資活動の結果、使用した資金は７億２千４百万円（前年同期は１千万円の使用）となりました。これは、主に

貸付金の回収による収入が７億２千７百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出５億７千３百万円、貸

付けによる支出８億１千５百万円などがあったことによるものです。 

   財務活動の結果、増加した資金は５億８百万円（前年同期は４億９千２百万円の使用）となりました。これは、

主に長期借入金の返済による支出４億３千６百万円があったものの、短期借入金の純増額６億５千万円、長期借入

金による収入４億円などがあったことによるものです。    

   

（４）連結業績予想に関する定性的情報  

     現時点における連結業績予想の修正はありません。なお、個別業績予想につきましては、第３・第４四半期連

結会計期間において、まぐろ市況低迷による水揚遅滞などの運航効率悪化の懸念はあるものの、計画を若干上回

る推移を見込んでいるため、業績予想の修正をおこないました。 

  

   会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。        

  これによる、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

海運業収益 2,194,911 1,798,345

海運業費用 2,348,837 1,538,688

海運業利益又は海運業損失（△） △153,926 259,657

貿易業収益 1,502,766 1,518,228

貿易業費用 1,377,787 1,417,777

貿易業利益 124,979 100,450

洋上給油事業収益 1,640,117 1,412,947

洋上給油事業費用 1,609,963 1,352,543

洋上給油事業利益 30,154 60,404

その他事業収益 710 1,888

その他事業費用 606 295

その他事業利益 104 1,592

売上総利益 1,311 422,104

販売費及び一般管理費 344,392 296,111

営業利益又は営業損失（△） △343,080 125,993

営業外収益   

受取利息 21,014 18,874

受取配当金 2,469 1,943

受取保険金 － 9,784

為替差益 5,995 3,251

貸倒引当金戻入額 － 1,977

その他 10,108 4,218

営業外収益合計 39,587 40,050

営業外費用   

支払利息 51,518 57,664

持分法による投資損失 7,934 2,100

その他 7,837 6,711

営業外費用合計 67,289 66,476

経常利益又は経常損失（△） △370,782 99,567

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（△）

△370,782 99,567

法人税、住民税及び事業税 11,214 6,544

法人税等調整額 △11,930 △14,954

法人税等合計 △716 △8,410

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（△）

△370,066 107,977

四半期純利益又は四半期純損失（△） △370,066 107,977



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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（△）

△370,066 107,977

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 948 △10,385

繰延ヘッジ損益 △16,146 △1,880

為替換算調整勘定 △1,203 △927

持分法適用会社に対する持分相当額 8,714 △3,864

その他の包括利益合計 △7,687 △17,057

四半期包括利益 △377,754 90,920

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △377,754 90,920

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（２）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,220,884 1,266,758

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,017,469 1,564,722

短期貸付金 1,280,861 1,370,878

有価証券 10,013 10,017

商品及び製品 376,075 507,691

原材料及び貯蔵品 274,838 228,287

その他 699,447 961,121

貸倒引当金 △117,735 △44,788

流動資産合計 5,761,856 5,864,688

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 4,009,825 4,386,448

その他（純額） 481,794 478,992

有形固定資産合計 4,491,620 4,865,441

無形固定資産 2,988 35,932

投資その他の資産   

その他 549,724 479,507

貸倒引当金 △925 △803

投資その他の資産合計 548,799 478,703

固定資産合計 5,043,407 5,380,077

資産合計 10,805,263 11,244,766



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

海運業未払金及び買掛金 779,799 680,083

1年内償還予定の社債 140,000 110,000

短期借入金 1,779,700 2,518,100

未払法人税等 3,364 7,304

賞与引当金 11,000 15,947

その他 397,245 408,274

流動負債合計 3,111,110 3,739,710

固定負債   

社債 190,000 150,000

長期借入金 3,996,650 3,871,450

退職給付引当金 183,958 181,842

役員退職慰労引当金 148,948 －

特別修繕引当金 12,828 20,399

その他 43,405 128,752

固定負債合計 4,575,790 4,352,445

負債合計 7,686,900 8,092,155

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 1,327,469 1,413,074

自己株式 △14,851 △49,151

株主資本合計 3,164,211 3,215,515

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,743 4,358

繰延ヘッジ損益 △73,191 △75,072

為替換算調整勘定 12,600 7,808

その他の包括利益累計額合計 △45,847 △62,905

純資産合計 3,118,363 3,152,610

負債純資産合計 10,805,263 11,244,766



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△370,782 99,567

減価償却費 229,679 219,928

持分法による投資損益（△は益） 7,934 2,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,151 △73,068

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 4,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,345 △2,115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,513 △148,948

特別修繕引当金の増減額（△は減少） － 7,571

受取利息及び受取配当金 △23,484 △20,818

支払利息 51,518 57,664

デリバティブ評価損益（△は益） － 3,258

為替差損益（△は益） 16,955 18,500

売上債権の増減額（△は増加） 102,675 452,747

たな卸資産の増減額（△は増加） 77,743 △85,065

仕入債務の増減額（△は減少） △42,807 △118,829

その他 293,444 △133,693

小計 381,361 283,747

利息及び配当金の受取額 29,071 25,327

利息の支払額 △51,910 △58,845

法人税等の支払額 △40,844 △2,957

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,676 247,272

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △30,000

有形固定資産の取得による支出 △33,841 △573,775

無形固定資産の取得による支出 － △33,368

貸付けによる支出 △675,000 △815,000

貸付金の回収による収入 697,954 727,511

その他 △34 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,920 △724,667

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） △345,000 650,000

長期借入れによる収入 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △358,000 △436,800

社債の発行による収入 97,740 －

社債の償還による支出 △115,000 △70,000

自己株式の取得による支出 － △34,300

配当金の支払額 △72,381 △55

財務活動によるキャッシュ・フロー △492,640 508,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,383 △15,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △198,268 15,876

現金及び現金同等物の期首残高 1,267,172 1,108,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,068,904 1,124,785



 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30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. セグメント利益又は損失（△）の調整額138,493千円には、セグメント間取引消去8,100千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用146,593千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。            

（注）２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失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２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30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. セグメント利益又は損失（△）の調整額123,922千円には、セグメント間取引消去7,500千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用131,422千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

（注）２. セグメント利益又は損失（△）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。 

（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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額   
（注）２ 

海運事業 貿易事業 
洋上給油 
事業 

船舶貸渡 
事業  

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 2,003,322  1,502,766  1,640,117 191,588  710  5,338,506  －  5,338,506

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  － － 1,680  1,680  (1,680)  －

計  2,003,322  1,502,766  1,640,117 191,588  2,390  5,340,186  (1,680)  5,338,506

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △201,309  23,688  24,076  △51,528 485  △204,587  (138,493)  △343,080

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額   
（注）２ 

海運事業 貿易事業 
洋上給油 
事業 

船舶貸渡 
事業  

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 1,596,403  1,518,228  1,412,947 201,942  1,888  4,731,409  －  4,731,409

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  － － 1,260  1,260  (1,260)  －

計  1,596,403  1,518,228  1,412,947 201,942  3,148  4,732,669  (1,260)  4,731,409

セグメント利益 

又は損失（△） 
 173,064  35,663  53,789  △14,019 1,418  249,916  (123,922)  125,993
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