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平成 18 年 12 月期    決算短信（連結）             平成19年 2月23日 

上 場 会 社 名         東 海 汽 船 株 式 会 社                           上場取引所 東証第２部 

コ ー ド 番 号           9173                                              本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.tokaikisen.co.jp） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 清水 賢一 

問合せ先責任者 役職名 経理部長     氏名 横田 清美    ＴＥＬ (03)3436－1135 

決算取締役会開催日 平成19年 2月23日 

親会社等の名称 藤田観光株式会社 (ｺｰﾄﾞ番号9722)  親会社等における当社の議決権所有比率 20.4 % 

米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 18年12月期の連結業績（平成18年 1月 1日～平成18年12月31日） 

(1)連結経営成績                  (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年 12月期 

17年 12月期 

12,159     △2.3

12,451      3.6

287      △29.8

 409          ―

△ 82         ―

 186         ―

 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本当 

期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円  ％ 円  銭 円   銭 ％ ％ ％

18年 12月期 

17年 12月期 

△1,233      ― 

   300      ― 

△56   13 

13   66 

―

―

△36.1 

7.6 

△0.7 

1.4 

△0.7 

1.5 

(注) ①持分法投資損益    18年12月期  △148百万円  17年12月期      15百万円 

     ②期中平均株式数(連結) 18年12月期 21,977,883株  17年12月期 21,982,196株 

     ③会計処理の方法の変更 有 

      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率 
 
(2)連結財政状態 

 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 

18年 12月期 

17年 12月期 

10,569      

13,092      

2,758     

4,172     

25.3       

31.9       

121    50 

189    83 

(注) 期末発行済株式数(連結)  18年12月期 21,976,867株   17年12月期 21,979,175株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年 12月期 

17年 12月期 

1,134       

1,262       

△  163      

751      

△1,107       

△1,523       

1,628      

1,764      

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 １０社  持分法適用非連結子会社数 １社  持分法適用関連会社数 １社 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規) １社  (除外)  ０社   持分法 (新規)  ０社  (除外)  ０社 

 
２．19年12月期の連結業績予想（平成19年 1月 1日～平成19年12月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 

通    期 

 5,600 

11,600 

△200 

   80 

  △140 

     30 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  1 円 37 銭 

※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に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。 

  なお、業績予想に関する前提条件等については添付資料の連６ページをご参照下さい。 
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商品の販売 

設備の賃貸・商品の販売

設備の賃貸 

自動車の整備・修理

設備の賃貸 

船体、機関の整備・修理

設備の賃貸 

設備の貸借 

港湾荷役 

貨客の取扱 

事業区分 東海汽船㈱ 

海運関連事業 

商事料飲事業 

レストラン事業 

ホテル事業 

伊豆七島海運㈱         ※１

東海マリンサービス㈱      ※１

大島マリンサービス㈱      ※１

八丈マリンサービス㈱       ※１

小笠原海運㈱          ※３

伊東港運㈱           ※２

その他３社 

旅客自動車 

 運送事業 

その他の事業 

旅客・貨物の 

航路事業 

生活必需品及び 

建設資材の供給 

子会社及び関連会社 

 

東汽商事㈱           ※１

 

東京ヴァンテアンクルーズ㈱   ※１

東汽観光㈱           ※１

東海自動車サービス㈱       ※１

大島旅客自動車㈱         ※１

東海技術サービス㈱       ※１

１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社１２社及び関連会社３社で構成され、その事業は、海運関連事業、商

事料飲事業、レストラン事業、ホテル事業、旅客自動車運送事業およびその他の事業であります。 

各事業を構成している当社および主要な関係会社において営んでいる事業の内容は次のとおりであり

ます。 

海運関連事業……………………当社および伊豆七島海運㈱は、東京(横浜)、久里浜、熱海、伊東、下

田より伊豆諸島を結ぶ旅客、貨物の定期航路と東京湾内周遊および国

内沿岸各地への不定期航路の事業を行っており、東海マリンサービス

㈱・大島マリンサービス㈱および八丈マリンサービス㈱は、海運代理

店業を行っております。 

また、小笠原海運㈱は東京より小笠原(父島)を結ぶ旅客・貨物の定期

航路の事業を行っており、伊東港運㈱は伊東より大島を結ぶ貨物の港

湾荷役作業および附帯事業を行っております。 

商事料飲事業……………………当社および東汽商事㈱は、船内および船客待合所内での飲料販売・食

堂の経営、伊豆諸島での生活必需品・建設資材の供給を目的とした商

事活動を営んでおります。 

レストラン事業…………………東京ヴァンテアンクルーズ㈱は、レストランシップ業を営んでおりま

す。 

ホテル事業………………………東汽観光㈱は、大島においてホテル業を営んでおります。 

旅客自動車運送事業……………大島旅客自動車㈱は、大島島内でのバスの運行を行っております。 

東海自動車サービス㈱は、大島において自動車整備業を営んでおりま

す。 

その他の事業……………………東海技術サービス㈱は、ジェットフォイルを中心とした船体、機関の

整備および修理事業を営んでおります。 

以上の企業集団の概要図は次のとおりであります。 
 

 

(注) １ ※１は連結子会社であります。 

２ ※２は非連結子会社で持分法適用会社であります。 

３ ※３は関連会社で持分法適用会社であります。 
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２．経  営  方  針  

（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループの主な事業である、伊豆諸島と本土間を結ぶ旅客定期航路は、公共的性格を

有する離島・生活航路としての側面と快適性を提供するリゾート航路としての側面を有して

おり、また貨物航路も、島内の生活物資を安全、確実に輸送する責務を有し、当社グループ

は、これらの使命を果たすことを通して社会に貢献することを、経営の基本姿勢と致してお

ります。 

さらに、当社グループは海運事業を基軸として、商事料飲事業、レストラン事業、ホテル

事業および旅客自動車運送事業等を展開しておりますが、今後ともグループ間の連携をより

一層強め、「安全運航」と「良質なサービス」を提供する総合力の高い社会貢献企業をめざ

してまいります。 

 

（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題の一つとして認識しており、財務体質

の更なる向上を図りながら、内部留保の充実にも留意しつつ、安定配当の維持に努めること

を利益配分の基本方針としております。 

しかしながら、現状では、旅客の漸減傾向、伊豆諸島の公共工事の減少により、遺憾なが

ら無配となっており、株主の皆様にご迷惑をおかけいたしております。 

現在、全社を挙げて、構造改革を推進中でありますので、ご理解をいただきますようお願

い申し上げます。 

 

（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位の引き下げについて、より多くの投資家のご参加を得るためには有用な

方策であると認識しております。しかしながら現状当社株式の流動性については十分に確保

されていることから、今後の市場の要請等を勘案しながら、慎重に検討を続けてまいります。 

 

（４） 目標とする経営指標 

当社グループの各航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面があり、また、

それらの航路の中には、不採算航路でありながら公共性の観点から航路維持を図らざるを得

ない航路（離島航路整備法の対象航路）もあります。 

従って、一般的な経営指標の向上のみに専念するのは妥当ではないと考えております。 

一方、事業の長期的安定性、株主に対する継続的な安定配当は当然重視しなければなりま

せん。 

当社グループはこのような事情を勘案し、連結・個別ともＲＯＥ（株主資本利益率）５％

の確保に向け努力してまいります。 
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（５） 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中長期的な戦略として、「コストの弾力化、固定費の圧縮等の方法によ

り、収入の変動に左右されないローコストの経営体質を作る」との方針のもとに、不採算 

航路の廃止、支店業務の代理店化、バス事業の分社化などの体質改善を推進してきましたが、 

今後も継続して課題の解決を図ってまいります。 

顧客サービスの面からは、一人一人のお客様に少しでも多くの感動をもたらすべく「感動

生産性の向上」をめざしてまいります。グループ社員全員が、お客様の感動の積み重ねが経

営にとって大きな資産になることを認識し、身近な事柄から「感動のタネ」を発見し、育み、

より多く、より大きく感動していただけるよう努めてまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

予断を許さない経営環境が予想される状況の下で、以下の課題に取り組んでまいります。 

当社グループは、運輸事業の基本は「安全」であるとの認識のもとに全社をあげて安全管

理体制のより一層の徹底に努めます。 

主力事業分野である海運関連事業のうち、旅客部門はお客様の要望に応じて最適な商品を

造成するため、企画力の向上と各島の行政・観光関係者と更なる連携の強化を図ります。ま

た、新規航路開発にも注力いたします。 

貨物部門については、公共工事関連貨物の減少が予想されるため、船腹、航路、配船、傭

船、荷役作業体制について引き続き見直します。 

ホテル、レストランなどグループ企業については、営業の強化と効率化を推進し、業績の

向上に努めます。 

乗船客の減少による減収に対応するため、中長期的戦略として、不採算航路の廃止、人員

の削減、業務のアウトソーシングなどを実施し、固定費の削減、コストの弾力化を図ってま

いりましたが再度見直しを行い、一層のコスト削減を図ります。 

 

（７） 親会社に関する事項 

①親会社等の商号等                      （平成18年12月31日現在） 

親会社等 属  性 
親会社等の議決権

所有の割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場 

されている証券取引所等 

藤田観光 

株式会社 

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社 

20.4 

（0.2） 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（）は、間接被所有割合で内数であります。 

②親会社等の関係 

     藤田観光株式会社は当社の筆頭株主でありますが、営業取引および役員の兼務など経営上の関

係はありません。 

 

（８） その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 
１．経 営 成 績 

（１）当期の概況 

一般概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善に伴う堅調な設備投資や雇用情

勢の改善により底固く推移し、景気は緩やかながらも回復基調が持続いたしました。 

このような経済情勢のもとで、当社グループは積極的な営業活動に努めるとともに、八丈

島支店の代理店化、三宅島支店の外部委託化等各部門に亘り徹底したコスト削減に努めまし

た。 

しかし、旅客、貨物取扱量ともに減少となり、加えて燃料油価格高騰による燃料費増もあ

り、当連結会計年度の業績は、売上高１２１億５千９百万円（前期１２４億５千１百万円）、

営業利益２億８千７百万円（前期営業利益４億９百万円）、経常損失８千２百万円（前期経

常利益１億８千６百万円）となりました。これに「固定資産の減損に係る会計基準」の適用

により、減損損失１３億２千５百万円などを特別損失に計上した結果、税金等差引後１２億

３千３百万円の純損失（前期純利益３億円）となりました。 

個別では売上高は９１億５千９百万円（前期９２億２千５百万円）、営業利益２億２千６

百万円（前期営業利益２億５千７百万円）、経常利益４千万円（前期経常利益６千４百万

円）となりました。連結と同様の理由により、当期純損失は１２億９千２百万円（前期純損

失１億５千４百万円）となりました。 

  セグメント別概況 

≪海運関連事業≫ 

当事業のうち旅客部門は、昨年に続き大島椿まつり期間中に館山寄港するジェットフォイ

ル季節航路に加え、新たに館山～大島～下田航路を開設し新規需要の創出を図りました。ま

た、東京湾納涼船の乗船客数は、３年連続で１０万人を超える好調な実績となりましたが、

帰島２年目となる三宅島への旅客の減少と伊東航路休止の影響により、全航路では旅客数８

２万５千人（前期８４万７千人）に止まりました。 

一方、貨物部門では、伊豆諸島全般に亘る公共工事や三宅島復興工事の減少により、貨物

取扱量は３６万７千トン（前期３９万９千トン）となりました。 

費用面では、八丈島支店の代理店化、三宅島支店の外部委託化によるコスト削減に注力い

たしましたが、船舶燃料油価格の年間を通じての高騰により、大幅な費用削減に至りません

でした。 

その結果、当事業の売上高は８８億６千６百万円（前期９１億３千５百万円）、営業利益

は８億５千８百万円（前期１０億５千３百万円）となりました。 

≪商事料飲事業≫ 

当事業のうち料飲部門は、船内の売上減はあったものの、東京湾納涼船の料飲売上げが好

調であり、商事部門も島嶼向け資材が堅調に推移致しました。 

当事業の売上高は１９億６千万円（前期１９億８千万円）、営業利益１億５千３百万円

（前期営業利益１億５千６百万円）となりました。 
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≪レストラン事業≫ 

東京湾周遊のレストランシップ事業は、団体客の取り込みを中心として集客に努めました

が、婚礼件数の減少が響き利用客は１１万８千人（前期１１万９千人）に止まりました。こ

のため、売上高は１０億７百万円（前期１０億３千４百万円）、営業損失は１千４百万円

（前期営業損失２千７百万円）となりました。 

≪ホテル事業≫  

大島温泉ホテル事業は、閑散期の提供客室数の縮小による人件費等の固定費圧縮を図り、

売上高は２億５千４百万円（前期２億６千６百万円）、営業利益は５百万円（前期営業損失

４百万円）となりました。 

≪旅客自動車運送事業≫ 

当事業は、大島島内で定期路線バス、貸切バスを運行しております。団体客の取り込みに

よる貸切バス売上げの増収を図る一方、効率的な運行管理により費用を抑制し、売上高は２

億１千９百万円（前期１億９千４百万円）、営業損失９百万円（前期営業損失２千１百万

円）となりました。 

≪その他の事業≫ 

当事業は、ジェットフォイル３隻の整備を中心とした船舶修理事業です。   

売上高は１億５千６百万円（前期１億５千７百万円）、営業利益３百万円（前期営業利益２

百万円）となりました。 

なお、関連会社の小笠原海運株式会社等の欠損は、持分法による投資損失として連結営業外

費用に計上いたしております。 

（２）次期の見通し 

今後のわが国の経済は、企業収益拡大を背景に設備投資が堅調を持続し、個人消費も底固

く推移する等、緩やかな景気拡大が続くと思われます。 

当社グループは、基本方針の「安全運航」の徹底と「良質なサービス」の提供によって、

各事業の収入を確保し、併せてコスト削減を徹底して利益の出る企業体質の構築に注力して

まいります。 

主力事業分野である海運関連事業の旅客部門では、２年目を迎える「海のフラワーライ

ン」館山～大島～下田航路の旅客の定着化を図ると共に、更なる新規航路の開発に注力いた

します。また、春・秋のシーズンにはジェットフォイル就航５周年企画をキャンペーン展開

し、オフシーズン集客の底上げを図ります。加えて各島の行政・観光関係者との連携を更に

緊密化し、島の観光魅力度の引き上げに注力してまいります。 

貨物部門については、伊豆諸島全般に亘る公共工事の減少により、貨物取扱量は漸減傾向

が続くものと思われ、荷役作業等の合理化、貨物船の傭船見直し、配船の効率化に注力いた

します。 

レストラン事業については、婚礼利用客のディナータイムクルーズ客を中心とした客単価

引き上げの営業に注力し、増収達成を図ります。 

ホテル事業については、引き続きシーズンに応じた提供客室数の見直し、要員変動の精度

を高め、事業採算の向上を図ります。 

旅客自動車運送事業については、新規運行業務の受注、運行ダイヤ、運行要員について見
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直しを行います。 

以上の通り、当社を取り巻く環境は依然として厳しく、業績向上を図るため一層の努力を

いたす所存であります。 

なお、次期の連結業績見通しにつきましては連結で売上高１１６億円、経常利益８千万円、

当期純利益３千万円を予想しております。また、個別業績見通しにつきましては、売上高８

９億円、経常利益６千万円、当期純利益２千万円を予想しております。 

 

２．財 政 状 態  

(1)資産・負債・純資産の状況 

前連結会計年度末と比べて、総資産は、２５億２千２百万円減少し、１０５億６千９百万

円となりました。これは固定資産の減損、売却、減価償却により有形固定資産が２１億６千

５百万円、株式売却・株価の下落などで投資有価証券が７億３千８百万円、長期貸付金が１

億８千２百万円それぞれ減少したことによるものです。負債は、借入金が１０億２千７百万

円減少した結果、全体で９億９千６百万円減少しております。純資産は、利益剰余金が１２

億３千３百万円、その他有価証券評価差額金が２億６千７百万円減少しております。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

●営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは１１億３千４百万円のキャ

ッシュ・インとなりました。これは税金等調整前当期純損失が１１億７千８百万円となった

ものの、非資金損益項目である減損損失１３億２千５百万円、減価償却費７億８千６百万円

と売上債権の減少額３億４千４百万円の資金の増加があったためです。 

●投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは１億６千３百万円のキャッ

シュ・アウトとなりました。これは定期預金預入による支出８億５百万円が投資有価証券の

売却による収入５億２千３百万円と貸付金の回収による収入２億３千４百万円の合計額を上

回ったためです。 

●財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは１１億７百万円のキャッシ

ュ・アウトとなりました。これは借入金の返済による支出１２億２千７百万円によるもので

す。 

以上の結果、当連結会計年度末の現金および現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ

１億３千６百万円減少し、１６億２千８百万円となりました。 
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３．事 業 等 の リ ス ク  

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、決

算短信発表日（平成１９年２月２３日）現在において判断したものであります。 

(1)業績の下期偏重について 

当社グループは、当社、子会社１２社および関連会社３社で構成され、伊豆諸島と本土間

を結ぶ旅客・貨物の定期航路を主な事業内容としております。 

旅客部門では、乗船客数が夏場の多客期に集中するため、利益が下半期に偏る傾向にあり

ます。 

(2)離島航路整備法の対象航路 

当社グループの各航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面があり、また、

それらの航路の中には不採算航路でありながら公共性の観点から航路維持を図らざるを得な

い航路もあります。 

(3)燃料油価格の変動 

原油価格が高騰すれば船舶燃料の価格も上昇し、当社グループにとって大きな負担となり

ます。このため、燃料油価格の大幅な上昇による損失を回避すべく、旅客および貨物運賃に

それぞれ燃料油価格変動調整金を設定し、平成１６年１２月より実施しております。 

(4)気象海象条件 

台風や低気圧の影響により、就航率が悪化することがあります。 

(5)地震・噴火災害の多発地帯 

就航航路および使用港湾は、地震・噴火の多発地帯にあり、災害の発生時、定期航路を維

持できないこともあり、これまでは国および東京都より救済・支援を受けております。 

(6)現在係りのある訴訟事項 

小笠原航路に就航予定だった超高速船テクノスーパーライナーの傭船契約の解約は信義則

に反するとして、船主㈱テクノ・シーウェイズが当社持分法適用関連会社である小笠原海運

㈱に対し、損害賠償訴訟を提起いたしました。 

その結果によっては、当社グループの経営成績および財政状態に若干の影響を及ぼす可能

性があります。 
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４．連結財務諸表等 

①【連結貸借対照表】 

 

  前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円）

(資産の部)    

I. 流動資産     

(1) 現金及び預金 ※３ 1,935 2,543  607

(2) 受取手形及び営業未収金 ※６ 1,598 1,246  △351

(3) 有価証券  161 160  △0

(4) たな卸資産  260 243  △17

(5) 繰延税金資産  25 25  0

(6) その他の流動資産  401 274  △127

(7) 貸倒引当金  △    2 △    4  △2

流動資産合計  4,380 33.5 4,489 42.5 109

II. 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 船舶 ※３ 3,820 3,000  △819

２ 建物及び構築物  346 171  △175

３ 土地  1,544 431  △1,113

４ その他  254 197  △56

有形固定資産合計 ※１ 5,966 45.6 3,800 36.0 △2,165

(2) 無形固定資産  94 0.7 81 0.8 △12

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券 
※２ 
※３ 

2,125 1,387  △738

２ 長期貸付金  240 58  △182

３ 繰延税金資産  151 404  252

４ その他 ※３ 195 444  249

５ 貸倒引当金  △   61 △   96  △35

投資その他の資産合計  2,651 20.2 2,198 20.7 △453

固定資産合計  8,712 66.5 6,080 57.5 △2,631

資産合計  13,092 100.0 10,569 100.0 △2,522
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  前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円）

(負債の部)    

I. 流動負債     

(1) 支払手形及び営業未払金 ※６ 835 809  △26

(2) 短期借入金 ※３ 3,891 3,787  △103

(3) 一年以内償還予定の社債 ※３ 80 80  ―

(4) 未払法人税等  114 112  △1

(5) 賞与引当金  35 34  △1

(6) その他の流動負債  448 407  △40

流動負債合計  5,404 41.3 5,232 49.5 △172

II. 固定負債    

(1) 社債 ※３ 160 80  △80

(2) 長期借入金 ※３ 2,333 1,409  △923

(3) 繰延税金負債  21 ―  △21

(4) 退職給付引当金  685 836  151

(5) 役員退職慰労引当金  116 140  24

(6) 特別修繕引当金  85 111  60

固定負債合計  3,402 26.0 2,579 24.4 △823

負債合計  8,807 67.3 7,811 73.9 △996

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  112 0.8 ― ― △112

    

(資本の部)    

I. 資本金  1,100 8.4 ― ― △1,100

II. 資本剰余金  693 5.3 ― ― △693

III. 利益剰余金  1,940 14.8 ― ― △1,940

IV. その他有価証券評価差額金  442 3.4 ― ― △442

V. 自己株式 ※５ △    4 △ 0.0 ― ― 4

資本合計  4,172 31.9 ― ― △4,172

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 13,092 100.0 ― ― △13,092
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  前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円）

(純資産の部)    

I. 株主資本    

(1) 資本金  ― 1,100 10.4 1,100

(2) 資本剰余金  ― 693 6.6 693

(3) 利益剰余金  ― 707 6.7 707

(4) 自己株式  ― △    4 △0.0 △4

株主資本合計  ― 2,495 23.7 2,495

II. 評価・換算差額等    

(1) その他有価証券評価差額金  ― 174  174

評価・換算差額等合計  ― 174 1.6 174

III. 少数株主持分    

(1) 少数株主持分  ― 88  88

少数株主持分合計  ― 88 0.8 88

純資産合計  ― 2,758 26.1 2,758

負債純資産合計  ― 10,569 100.0 10,569

    

 



ファイル名:決算短信（全文）182期 更新日時:2/22/2007 5:55:00 PM 印刷日時:07/02/22 18:17 

― 連12 ― 

②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

増減 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

I. 売上高    

(1) 海運業収益  9,103 8,837  △265

(2) その他事業収益  3,348 3,321  △26

売上高合計  12,451 100.0 12,159 100.0 △291

II. 売上原価    

(1) 海運業費用  7,453 7,363  △89

(2) その他事業費用  3,225 3,191  △34

売上原価合計  10,678 85.8 10,554 86.8 △124

 売上総利益  1,772 14.2 1,605 13.2 △167

III. 一般管理費 ※１ 1,363 10.9 1,317 10.8 △45

営業利益  409 3.3 287 2.4 △122

IV. 営業外収益    

(1) 受取利息  12 7  △5

(2) 受取配当金  19 10  △8

(3) 持分法による投資利益  15 ―  △15

(4) その他営業外収益  32 50  18

営業外収益合計  80 0.6 69 0.6 △11

V. 営業外費用    

(1) 支払利息  185 147  △38

(2) 持分法による投資損失  ― 148  148

(3) 賃借料  ― 55  55

(4) その他営業外費用  118 87  △30

営業外費用合計  303 2.4 438 3.6 134

経常利益  186 1.5 ―  △186

経常損失  ― 82 △0.6 82

VI. 特別利益    

(1) 投資有価証券売却益  545 366  △179

(2) 特別修繕引当金取崩益  109 13  △96

(3) 固定資産売却益 ※２ 28 ―  △28

(4) 投資先残余財産分配金  18 ―  △18

特別利益合計  703 5.6 379 3.1 △323

VII. 特別損失    

(1) 減損損失 ※４ ― 1,325  1,325

(2) 固定資産売却損 ※３ 208 50  △158

(3) 貸倒引当金繰入額  61 57  △4

(4) 特別退職加算金  14 23  8

(5) 非連結子会社清算損  ― 19  19

(6) 投資有価証券評価損  28 ―  △28

特別損失合計  312 2.5 1,476 12.1 1,163

税金等調整前当期純利益  577 4.6 ― ― △577

税金等調整前当期純損失  ―  ― 1,178 △ 9.6 1,178

法人税、住民税及び事業税  104 0.8 148 1.2 44

法人税等調整額  116 0.9 △   68 △ 0.5 △184

少数株主利益  56 0.5 ― ― △56

少数株主損失  ― ― 24 △ 0.2 24

当期純利益  300 2.4 ― ― △300

当期純損失  ― ― 1,233 △10.1 1,233
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  693  △ 693

Ⅱ 資本剰余金増加高  ― ― ―

Ⅲ 資本剰余金減少高  ― ― ―

Ⅳ 資本剰余金期末残高  693 ― △ 693

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,640  △1,640

Ⅱ 利益剰余金増加高  300 ― △ 300

当期純利益  300 ― △ 300

Ⅲ 利益剰余金減少高  ― ― ―

Ⅳ 利益剰余金期末残高  1,940 ― △1,940
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④【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計期間（自平成18年1月1日 至平成18年12月31日）                          （単位：百万円） 

株主資本 
評価・換
算差額等 

 

資本金 
資 本
剰余金

利 益
剰余金

自己株式
株主資本
合 計

その他有
価証券評
価差額金 

少数株主
持分 

純資産
合計 

平成17年12月31日残高 1,100 693 1,940 △    4 3,729 442 112 4,284

連結会計期間中の変動額   

当期純利益（損失） － － △1,233 － △1,233 － － △1,233

自己株式の取得 － － － △    0 △    0 － － △    0

株主資本以外の項目の連結 
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － △  267 △   24 △  292

連結会計期間中の 
変 動 額 合 計 

－ － △1,233 △    0 △1,234 △  267 △   24 △1,526

平成18年12月31日残高 1,100 693 707 △    4 2,495 174 88 2,758
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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

増減 

区分 

注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前当期純利益  577 ― △577 

２ 税金等調整前当期純損失  ― △1,178 △1,178 

３ 減価償却費  918 786 △132 

４ 貸倒引当金の増減額  61 38 △23 

５ 賞与引当金の増減額  2 △1 △3 

６ 退職給付引当金の増減額  △86 151 238 

７ 役員退職慰労引当金の増減額  4 24 20 

８ 特別修繕引当金の増減額  △90 26 116 

９ 投資有価証券評価損  28 10 △18 

10 投資有価証券売却益  △545 △366 179 

11 有形固定資産売却損  208 50 △158 

12 有形固定資産除却損  ― 18 18 

13 有形固定資産売却益  △28 ― 28 

14 減損損失  ― 1,325 1,325 

15 投資先残余財産分配益  △18 ― 18 

16 受取利息及び受取配当金  △32 △18 14 

17 支払利息  185 147 △38 

18 持分法による投資利益  △15 ― 15 

19 持分法による投資損失  ― 148 148 

20 売上債権の増減額  286 344 57 

21 たな卸資産の増減額  △2 17 20 

22 仕入債務の増減額  △122 △29 93 

23 その他の増減額  84 △89 △174 

小計  1,412 1,405 △7 

24 利息及び配当金の受取額  31 17 △14 

25 利息の支払額  △183 △145 38 

26 法人税等の支払額  1 △141 △143 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,262 1,134 △127 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 定期預金預入による支出  △321 △805 △484 

２ 定期預金払戻による収入  212 62 △150 

３ 長期性預金預入による支出  ― △190 △190 

４ 有価証券の取得による支出  △161 △160 0 

５ 有価証券の償還による収入  171 161 △9 

６ 有形固定資産の取得による支出  △223 △143 80 

７ 有形固定資産の売却による収入  262 176 △86 

８ 無形固定資産の取得による支出  △0 △2 △2 

９ 無形固定資産の売却による収入  ― 0 0 

10 投資先残余財産分配による収入  33 ― △33 

11 投資有価証券の取得による支出  ― △17 △17 

12 投資有価証券の売却による収入  676 523 △153 

13 貸付けによる支出  △2 △1 1 

14 貸付金の回収による収入  104 234 130 

投資活動によるキャッシュ・フロー  751 △163 △914 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入れによる収入  210 ― △210 

２ 短期借入金の返済による支出  △498 △381 116 

３ 長期借入れによる収入  50 200 150 

４ 長期借入金の返済による支出  △1,203 △845 357 

５ 社債の償還による支出  △80 △80 ― 

６ 自己株式の取得による支出  △1 △0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,523 △1,107 415 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  490 △136 △627 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,273 1,764 490 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,764 1,628 △136 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 １０社 

連結子会社名 

   東京ヴァンテアンクルーズ㈱、東汽観光㈱、東海技術サービス㈱、東海マリンサービス㈱、東海自動車サ

ービス㈱、東汽商事㈱、大島旅客自動車㈱、大島マリンサービス㈱、八丈マリンサービス㈱および伊豆七

島海運㈱であります。 

   なお、当連結会計年度における異動は会社設立による増加１社(八丈マリンサービス㈱)であります。 

(2) 非連結子会社 

主要な非連結子会社名 

伊東港運㈱であります。 

  連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金(持分に見合

う額)等は連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２ 持分法適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

   伊東港運㈱であります。 

(2) 持分法適用の関連会社 

   小笠原海運㈱であります。 

(3) 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社のうち主要な会社等の名称 

   伊豆諸島開発㈱であります。 

  持分法を適用していない理由 

   持分法非適用会社は、連結純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用から除外しております。 

(4) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項 

  持分法適用会社のうち、小笠原海運㈱の決算日は3月31日であり、連結財務諸表の作成に当たって、当該会

社の会計期間に係る財務諸表を使用しております。 

  また、伊東港運㈱は決算期を3月より12月に変更したため、連結財務諸表の作成に当たって、当該会社の4月

1日から12月31日までの年間財務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社のうち、伊豆七島海運㈱の決算日は 3月31日であります。連結財務諸表の作成に当たって、当該

会社の中間決算日（9月30日）現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており、連結決算日までの

間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

 ②たな卸資産 

   先入先出法による原価法 

 ③デリバティブ取引により生ずる債権および債務 

   時価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

   定率法によっております。 

   ただし、船舶中一部および平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法に

よっております。 

   なお、主な耐用年数は、船舶８～１５年、建物および構築物３～６５年であります。 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 ②賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異(2,146百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。ま

た、数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による按

分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

 ④役員退職慰労引当金 

   当社は、役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末退職金要支給額を計上しております。 

 ⑤特別修繕引当金 

   船舶の定期検査費用に備えるため、修繕見積額に基づき計上しております。 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

   また、特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引(金利スワップ取引) 

  ヘッジ対象 

   借入金利息 

 ③ヘッジ方針 

   借入金に係る金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っており、投機目的の取引は行って

おりません。 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比

較分析する方法によっております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  全面時価評価法によっております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 

自 平成17年 1月 1日 

至 平成17年12月31日 

当連結会計年度 

自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

 

―------------------------------------ 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 

企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月 9日 企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。これによる損益への影響はありません。

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,670百万円

であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計期間

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

―------------------------------------ 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年 8月 9日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。これにより、減損損失1,325百万円

を計上し、減価償却費は当該適用前と比較して44百万円減

少しております。 

この結果、経常損失が44百万円減少し、税金等調整前当

期純損失が1,280百万円増加しております。 

 また、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇

所に記載しております。 

追加情報  

（外形標準課税の導入） 

 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９

号)が平成15年３月31日に交付され、平成16年４月1日以降

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形

標準部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」(平成16年２月13日企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価値割および資本割につ

いては、一般管理費に計上しております。この結果、一般

管理費が14百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が同額減少しております。 

 

 

―------------------------------------ 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度  

(平成17年12月31日) 

当連結会計年度  

(平成18年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                  9,722 百万円 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおり

であります。 

投資有価証券（株式）           991 百万円 

※３ 担保資産 

長期借入金1,968百万円(一年以内返済予定の長期借入

金425百万円含む)に対する担保として、次の資産を担

保に供しております。 

現金及び預金（定期預金）          109 百万円 

    船        舶                2,607 百万円 

   投資有価証券             896 百万円 

上記の他、船舶458百万円を社債の元金240百万円（一

年以内償還予定の社債80百万円含む）及び利息支払に

かかわる債務に対する銀行保証の担保として供してお

ります。 

 

４ 保証債務 

下記の金融機関からの借入金に対して保証を行ってお

ります。 

    神新汽船㈱              60 百万円 

伊豆諸島開発㈱           26 百万円 

※５ 連結会社及び持分法適用非連結子会社並びに関連会社

が保有する提出会社の株式の数 

普通株式                 20,825株 

※６ 期末日が休日で、期末日満期手形がある場合の会計処理

当連結会計年度末日は銀行休業日でしたが満期日に決

済が行われたものとして処理しております。 

当連結会計末日満期手形は次のとおりであります。 

受 取 手 形                     48 百万円 

支 払 手 形                     58 百万円 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                  10,115 百万円 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおり

であります。 

投資有価証券（株式）           872 百万円 

※３ 担保資産 

長期借入金1,543百万円(一年以内返済予定の長期借入

金425百万円含む)に対する担保として、次の資産を担

保に供しております。 

現金及び預金（定期預金）          880 百万円 

    船        舶                2,034 百万円 

   投資有価証券              92 百万円 

その他（定期預金）       90 百万円 

上記の他、船舶391百万円を社債の元金160百万円（一

年以内償還予定の社債80百万円含む）及び利息支払に

かかわる債務に対する銀行保証の担保として供してお

ります。 

４ 保証債務 

下記の金融機関からの借入金に対して保証を行ってお

ります。 

    神新汽船㈱              50 百万円 

伊豆諸島開発㈱            5 百万円  

 

―------------------------------------ 

 

※６ 期末日が休日で、期末日満期手形がある場合の会計処理

当連結会計年度末日は銀行休業日でしたが満期日に決

済が行われたものとして処理しております。 

当連結会計末日満期手形は次のとおりであります。 

受 取 手 形                     31 百万円 

支 払 手 形                     51 百万円 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 一般管理費(1,363百万円)の主要な費目は次のとおり

であります。 

  役員報酬及び従業員給与        608 百万円 

  賞与引当金繰入額               8 百万円 

  退職給付費用                  154 百万円 

  役員退職慰労引当金繰入額       24 百万円 

  資産維持費                   126 百万円 

  広告宣伝費                   94 百万円 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  船  舶                28 百万円 

※３ 固定資産売却損の内訳 

  船  舶              125 百万円 

建  物                18 百万円 

土  地                64 百万円 

  

※１ 一般管理費(1,317百万円)の主要な費目は次のとおり

であります。 

  役員報酬及び従業員給与        582 百万円 

  賞与引当金繰入額                8 百万円 

  退職給付費用                  146 百万円 

  役員退職慰労引当金繰入額       24 百万円 

  資産維持費                    123 百万円 

  広告宣伝費                     89 百万円 

  

―------------------------------------ 

※３ 固定資産売却損の内訳 

  土    地               50 百万円 

 

 

※４ 減損損失の内訳 

―------------------------------------ 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、事業別単位を、遊休資産については

各物件を資産グループとしております。営業活動か

ら生じる損益が継続してマイナスである資産グルー

プについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。なお、回収可能価額は正味売却価額と使用

価値のいずれか高い方の金額で測定しており、遊休

資産については正味売却価額を、その他については

使用価値を適用しております。正味売却価額につい

ては、固定資産税評価額並びに船舶鑑定評価額に基

づいた時価から、使用価値については将来キャッシ

ュ・フローを4.8％で割引いて算出しております。 

減損損失
用途 種類 場所 

（百万円）

土 地 
東京都 

大島町他 
820

遊 休 資 産 

船舶他 ― 93

ホ テ ル 事 業 建物他 
東京都 

大島町 
281

レストラン事業 船舶他 
東京都 

港 区 
129

合  計 ― ― 1,325
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計期間(自 平成18年 1月 1日至 平成18年12月31日) 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数 
当連結会計期間   
増加株式数 

当連結会計期間   
減少株式数 

当連結会計年度末
株式数 

発行済株式 

普通株式 

 
22,000,000 株 

 
― 

 
― 

 
22,000,000 株 

合  計 22,000,000 株 ― ― 22,000,000 株 

自己株式 

普通株式 
 

20,825 株 

 

2,308株 

 

― 

 

23,133株 

合  計 20,825 株 2,308株 ― 23,133株 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加2,308株であります。 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３.配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

 

現金及び預金期末残高                  1,935百万円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金                 

又は担保差入の定期預金         △  171百万円 

現金及び現金同等物の期末残高      1,764百万円 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

 

現金及び預金期末残高                2,543百万円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金                 

又は担保差入の定期預金        △  914百万円 

現金及び現金同等物の中間期末残高   1,628百万円 

 
 

 (リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年 1月 1日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内           146 百万円 

１ 年 超           240 百万円 
――――――-―――-――-―――――― 
合   計         386 百万円 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内            60 百万円 

１ 年 超            12 百万円 
――――――-―――-――-―――――― 
合   計           73 百万円 
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(有価証券関係) 

 
 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日に
おける連結貸借
対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

  

 ①株式 352 1,090 738 212 472 260

 ②債券 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

小計 352 1,090 738 212 472 260

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

 ①株式 ― ― ― ― ― ―

 ②債券 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 352 1,090 738 212 472 260

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

売却額(百万円) 676 523

売却益の合計額（百万円） 545 366

売却損の合計額（百万円） ― 0
 
 

３ 時価評価されていない有価証券 

 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

区分 

(百万円) (百万円) 

(1) 非連結子会社株式及び関連会社株式 991 872

合計 991 872

(2) その他有価証券 

  非上場株式 42 42

  割引金融債 161 160

合計 203 203

    



ファイル名:決算短信（全文）182期 更新日時:2/22/2007 5:55:00 PM 印刷日時:07/02/22 18:17 

― 連23 ― 

４ その他有価証券のうち満期があるものについての連結決算日後における償還予定額 

前連結会計年度(平成17年12月31日) 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

その他 161 ― ― ―

 

当連結会計年度(平成18年12月31日) 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

その他 160 ― ― ―

 

 

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

① 取引内容及び利用目的等 

   変動金利支払の借入金に係る将来の金利変動リス

クを回避する目的として、金利スワップ取引及び金

利キャップ取引を行っております。 

① 取引内容及び利用目的等 

変動金利支払の借入金に係る将来の金利変動リス

クを回避する目的として、金利スワップ取引を行っ

ております。 
  
② 取引に対する取組方針 

   借入金金利の変動リスクを回避することを目的と

してデリバティブ取引を行っており、実需に伴う取

引に限定して実施することとし、投機目的のデリバ

ティブ取引は行わない方針であります。 

② 取引に対する取組方針 

同左 

  
③ 取引に係るリスクの内容 

   金利スワップ取引及び金利キャップ取引について

は、市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。なお、デリバティブ取引の契約先は信用力の高

い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクはないと判断しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引については、市場金利の変動

によるリスクを有しております。なお、デリバテ

ィブ取引の契約先は信用力の高い国内の銀行であ

るため、相手先の契約不履行による信用リスクは

ないと判断しております。 
  
④ 取引に係るリスクの管理体制 

   取締役を含む財務部門で上記リスクを管理してお

り、取引の目的、内容、取引相手、内包するリスク

等に関し、稟議決済を経て実施することとしており

ます。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成17年12月31日) 

すべてヘッジ会計を適用しており、開示の対象から除いています。 

 

当連結会計年度(平成18年12月31日) 

すべてヘッジ会計を適用しており、開示の対象から除いています。 
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(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社は確定給付型の制度として退職一時金制度及

び適格退職年金制度を設けており、連結子会社は確

定給付型の制度として退職一時金制度を設けており

ます。 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △2,540百万円

② 年金資産 52百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,488百万円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 1,407百万円

⑤ 未認識数理計算上の差異 394百万円

⑥ 退職給付引当金 △685百万円

(注) 連結子会社は退職給付債務の算定に当たり、簡便

法を適用しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △2,507百万円

② 年金資産 37百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,469百万円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 1,266百万円

⑤ 未認識数理計算上の差異 365百万円

⑥ 退職給付引当金 △  836百万円

(注) 連結子会社は退職給付債務の算定に当たり、簡便

法を適用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 156百万円

② 利息費用 45百万円

③ 期待運用収益 △0百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 49百万円

⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 142百万円

⑥ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 394百万円

(注) 簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 257百万円

② 利息費用 40百万円

③ 期待運用収益 △  0百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 44百万円

⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 140百万円

⑥ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 481百万円

(注) 簡便法を適用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 1.8％

② 期待運用収益率 1.6％

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 12年

 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。)  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 割引率 1.8％

② 期待運用収益率 1.6％

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 12年

 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。) 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17月12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(繰延税金資産) 

  退職給付引当金損金算入限度 
  超過額 

249百万円

  役員退職慰労引当金否認 46百万円

  有価証券評価損 296百万円

  未実現利益 50百万円

  繰越欠損金 79百万円

  その他 69百万円

   繰延税金資産小計 791百万円

  評価性引当額 △253百万円

   繰延税金資産合計 538百万円

(繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 △13百万円

  船舶売却益 △74百万円

  その他有価証券評価差額金 △295百万円

   繰延税金負債合計 △383百万円

   繰延税金資産の純額 155百万円
  

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(繰延税金資産) 

  退職給付引当金損金算入限度 
  超過額 

340百万円

  役員退職慰労引当金否認 56百万円

  有価証券評価損 125百万円

  未実現利益 0百万円

  繰越欠損金 114百万円

  減損損失 506百万円

その他 102百万円

   繰延税金資産小計 1,246百万円

  評価性引当額 △714百万円

   繰延税金資産合計 531百万円

(繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 △11百万円

  その他有価証券評価差額金 △89百万円

   繰延税金負債合計 △101百万円

   繰延税金資産の純額 430百万円
  

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失となった

ため記載しておりません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 海運 
関連事業 
(百万円) 

商事 
料飲事業 
(百万円) 

レストラン
事業 
(百万円)

ホテル
事業 
(百万円)

旅客自動車
運送事業
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高 
  及び営業損益 

    

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

9,103 1,855 1,033 266 188 4 12,451 ― 12,451

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

31 124 1 0 5 153 318 (318) ―

計 9,135 1,980 1,034 266 194 157 12,769 (318) 12,451

  営業費用 8,081 1,824 1,062 271 215 155 11,610 432 12,042

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

1,053 156 △27 △4 △21 2 1,159 (750) 409

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

    

  資産 6,578 616 939 538 300 68 9,041 4,051 13,092

  減価償却費 796 6 78 22 6 0 911 7 918

  資本的支出 132 6 41 18 8 ― 207 0 208

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な事業内容 

(1) 海運関連事業 ……………… 旅客・貨物の定期航路等・海運業代理店業 

(2) 商事料飲事業 ……………… 船内・船客待合所内での売店食堂、建設資材・生活必需品の供給 

(3) レストラン事業 …………… レストランシップの経営 

(4) ホテル事業 ………………… 大島でのホテル経営 

(5) 旅客自動車運送事業 ……… 大島島内でのバスの運行 

(6) その他の事業 ……………… ジェットフォイルを中心とした船体、機関の整備及び修理 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は756百万円であり、当社の本社総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,143百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 海運 
関連事業 
(百万円) 

商事 
料飲事業 
(百万円) 

レストラン
事業 
(百万円)

ホテル
事業 
(百万円)

旅客自動車
運送事業
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高 
  及び営業損益 

    

  売上高     

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

8,837 1,841 1,005 253 213 6 12,159 ― 12,159

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

28 118 2 0 5 149 305 (305) ―

計 8,866 1,960 1,007 254 219 156 12,465 (305) 12,159

  営業費用 8,008 1,807 1,022 248 229 153 11,469 403 11,872

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

858 153 △14 5 △9 3 996 (709) 287

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

    

  資産 5,330 573 621 138 300 80 7,043 3,525 10,569

  減価償却費 698 5 63 7 6 0 781 4 786

  減損損失 ― ― 129 281 ― ― 411 914 1,325

  資本的支出 114 9 7 17 12 0 162 1 163

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な事業内容 

(1) 海運関連事業 ……………… 旅客・貨物の定期航路等・海運業代理店業 

(2) 商事料飲事業 ……………… 船内・船客待合所内での売店食堂、建設資材・生活必需品の供給 

(3) レストラン事業 …………… レストランシップの経営 

(4) ホテル事業 ………………… 大島でのホテル経営 

(5) 旅客自動車運送事業 ……… 大島島内でのバスの運行 

(6) その他の事業 ……………… ジェットフォイルを中心とした船体、機関の整備及び修理 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は706百万円であり、当社の本社総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,570百万円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年 8月 9日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。 

これにより、営業費用の減価償却費が、当該適用前と比較して、海運関連事業11百万円、レストラン事業

14百万円、ホテル事業19百万円それぞれ減少し、消去又は全社は、0百万円減少しております。営業利益は

同額減少、消去又は全社は同額減少しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店

はないため記載しておりません。 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高はないため記載しておりません。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

(1) 子会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

短期 
貸付金 

81

子会社 
ケイエル 
船舶㈱ 

東京都 
港区 

10 船舶貸渡業
直接所有 

100
兼任４名

設備の 
賃借 

資金貸付 ― 
長期 
貸付金 

164

関連会
社 

小笠原 
海運㈱ 

東京都 
港区 

10 海運業 
直接所有 

50
兼任２名

代理店 
業務 

資金借入 ― 
短期 
借入金 

700

取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の借入及び貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

(1) 子会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

関連会
社 

小笠原 
海運㈱ 

東京都 
港区 

10 海運業 
直接所有 

50
兼任２名

代理店 
業務 

資金借入 ― 
短期 
借入金 

600

取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の借入及び貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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【１株当たり情報】 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額                      189円83銭 １株当たり純資産額                      121円50銭

１株当たり当期純利益                     13円66銭 １株当たり当期純損失                     56円13銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり純損失については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり純損失については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （追加情報） 
当連結会計年度から、改正後の｢１株当たり当期純利

益に関する会計基準｣(企業会計基準委員会  最終改正平

成18年１月31日  企業会計基準第２号)及び｢１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準

委員会  最終改正平成18年１月31日  企業会計基準適用

指針第４号)を適用しております。 
これによる影響はありません。 

 １ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

連結貸借対照表の純資産の合計額 
 2,758百万円

     普通株式に係る純資産額 

 2,670百万円

 連結貸借対照表の純資産の合計額と１株当たり純資
産額の算定に用いられた普通株式に係る連結会計期
間末の純資産額との差額の主な内訳 

  少数株主持分     88百万円

 普通株式の発行済株式数 

 22,000,000株

 普通株式の自己株式数 

 23,133株

 １株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数 

 21,976,867株

  

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 ２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 連結損益計算書上の当期純損失 

300百万円 1,233百万円

普通に係る当期純利益 普通に係る当期純損失 

300百万円 1,233百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

21,982,196株 21,977,883株

【重要な後発事象】 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

当社グループは、海運関連事業を主な内容としており、商事料飲事業、レストラン事業、ホテル事業、

旅客自動車運送事業、その他の事業を展開しております。従って、生産、受注を行っておらず、事業の

種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額で示すことはしておりません。 

 

【事業の種類別セグメントの売上高】 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

増減 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 増減率(％)

海運関連事業 9,135 8,866 △268 △2.9

商事料飲事業 1,980 1,960 △ 19 △1.0

レストラン事業 1,034 1,007 △ 26 △2.6

ホテル事業 266 254 △ 12 △4.8

旅客自動車運送事業 194 219 25 13.0

その他の事業 157 156 △  1 △0.8

計 12,769 12,465 △304 △2.4

消去 △318 △305 12 △3.9

合計 12,451 12,159 △291 △2.3

 (注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 


