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平成 18 年 12 月期   個別財務諸表の概要           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 

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            配当支払開始予定日   ―年―月―日 

定時株主総会開催日 平成 19 年 3 月 29 日            単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000 株) 
 

１． 18年12月期の業績(平成18年 1月 1日～平成18年12月31日) 

(1)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 

9,159   △0.7 

9,225        4.9 

226     △12.0

257         ―

40     △36.8

64      ―

 
 

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 

△1,292      ― 

△154      ― 

△58  79

△ 7  04

―

―

△50.7 

△ 4.6 

0.4 

0.6 

0.5

0.7

(注) ①期中平均株式数 18 年 12 月期 21,977,883 株        17 年 12 月期 21,982,196 株 

    ②会計処理の方法の変更  有 

     ③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、対前期増減率 
 

(2)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 

9,283         

11,709         

1,764          

3,333          

19.0      

28.5      

80   27 

151   67 

(注)①期末発行済株式数 18 年 12 月期 21,976,867 株 17 年 12 月期  21,979,175 株

②期末自己株式数 18 年 12 月期 23,133 株 17 年 12 月期 20,825 株

 

２．19 年 12 月期の業績予想(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 

    4,200     

    8,900     

     △180    

     60    

    △100    

 20    

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  0 円 91 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。 

 

３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期 末 年 間 

17 年 12 月期 ― ― ― 

18 年 12 月期 ― ― ― 

19 年 12 月期（予想） ― 未定 未定 
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【個別財務諸表等】 
①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

(平成17年12月31日) 
当事業年度 

(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 1,647 2,200  553

(2) 受取手形 ※7 201 155  △45

(3) 海運業未収金 ※2 1,041 785  △255

(4) その他事業未収金 ※2 284 308  23

(5) 短期貸付金  19 19  ―

(6) 関係会社短期貸付金  501 410  △91

(7) 立替金 ※2 983 780  △202

(8) 有価証券  161 160  △0

(9) 商品  9 10  0

(10) 貯蔵品  159 148  △10

(11) 前払費用  34 34  0

(12) 繰延税金資産  25 25  0

(13) その他流動資産  22 11  △11

(14) 貸倒引当金  △0 △2  △2

流動資産合計  5,090 43.5 5,049 54.4 △40

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 船舶 ※3 3,192 2,549  △643

２ 建物  322 145  △177

３ 構築物  9 8  △0

４ 機械装置  1 0  △0

５ 車両運搬具  11 7  △4

６ 器具備品  87 68  △18

７ 土地  1,005 123  △881

有形固定資産合計 ※1 4,631 39.5 2,904 31.3 △1,726

(2) 無形固定資産    

１ 借地権  60 60  ―

２ ソフトウェア  24 12  △11

３ その他無形固定資産  8 7  △0

無形固定資産合計  93 0.8 80 0.9 △12

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券 ※3 847 242  △604

２ 関係会社株式  249 264  14

３ 長期貸付金  75 58  △17

４ 関係会社長期貸付金  882 680  △201

５ 破産更生債権等 ※2 ― 388  388

６ 繰延税金資産  101 404  302

７ 退職給与引当資産 ※8 1 ―  △1

８ 敷金  60 60  0

９ その他投資  144 61  △82

10 長期性預金 ※3 ― 190  190

11 貸倒引当金  △468 △1,101  △633

投資その他の資産合計  1,895 16.2 1,248 13.4 △646

固定資産合計  6,619 56.5 4,234 45.6 △2,385

資産合計  11,709 100.0 9,283 100.0 △2,426
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前事業年度 

(平成17年12月31日) 
当事業年度 

(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 ※7 152 152  △0

(2) 海運業未払金 ※2 560 604  44

(3) その他事業未払金  101 106  5

(4) 短期借入金 ※2 2,905 2,535  △370

(5) 一年以内返済予定の長期借入金 ※3 784 1,092  308

(6) 一年以内償還予定の社債 ※3 80 80  ―

(7) 未払金  9 35  26

(8) 未払法人税等  95 74  △21

(9) 未払消費税等  47 15  △31

(10) 未払費用  128 132  3

(11) 前受金  29 34  5

(12) 預り金  117 105  △11

(13) 賞与引当金  26 25  △1

(14) その他流動負債  11 5  △5

流動負債合計  5,050 43.1 5,001 53.9 △48

Ⅱ 固定負債    

(1) 社債 ※3 160 80  △80

(2) 長期借入金 ※3 2,323 1,409  △913

(3) 退職給付引当金  657 792  135

(4) 役員退職慰労引当金  116 140  24

(5) 特別修繕引当金  69 95  26

固定負債合計  3,326 28.4 2,518 27.1 △807

負債合計  8,376 71.5 7,519 81.0 △856

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※5 1,100 9.4 ― ― △1,100

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  693 ―  △693

   資本剰余金合計  693 5.9 ― ― △693

Ⅲ 利益剰余金    

 (1) 利益準備金  185 ―  △185

 (2) 任意積立金    

  １ 退職手当積立金  85 ―  △85

  ２ 固定資産圧縮積立金  22 ―  △22

  ３ 別途積立金  1,285 ―  △1,285

 (3) 当期未処理損失  444 ―  △444

   利益剰余金合計  1,133 9.7 ― ― △1,133

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※9 410 3.5 ― ― △410

Ⅴ 自己株式 ※6 △4 △0.0 ― ― 4

資本合計  3,333 28.5 ― ― △3,333

負債資本合計  11,709 100.0 ― ― △11,709
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前事業年度 

(平成17年12月31日) 
当事業年度 

(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 11.8 1,100

(2) 資本剰余金    

１ 資本準備金  ― 89  89

２ その他資本剰余金  ― 604  604

資本剰余金合計  ― ― 693 7.5 693

(3) 利益剰余金    

利益準備金  ― 185  185

その他利益剰余金    

１ 退職手当積立金  ― 85  85

２ 固定資産圧縮積立金  ― 17  17

３ 別途積立金  ― 1,285  1,285

４ 繰越利益剰余金  ― △1,731  △1,731

利益剰余金合計  △158 △1.7 △158

(4) 自己株式  ― ― △4 △0.0 △4

株主資本合計  ― ― 1,630 17.6 1,630

Ⅱ 評価・換算差額等    

(1) その他有価証券評価差額金  ― ― 133  133

評価・換算差額等合計  ― ― 133 1.4 133

純資産合計  ― ― 1,764 19.0 1,764

負債純資産合計  ― ― 9,283 100.0 9,283
    



 

-個5-

②【損益計算書】 

  
前事業年度 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当事業年度 
(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 海運業収益    
(1) 運賃  5,857 5,885  28
(2) その他海運業収益  2,060 1,909  △150
海運業収益合計  7,917 85.8 7,795 85.1 △122

Ⅱ 海運業費用    
(1) 運航費  1,101 1,373  272
(2) 船費  2,931 2,858  △72
(3) 借船料  149 22  △127
(4) 事業所費  939 583  △356
(5) その他海運業費用  1,520 1,759  238
海運業費用合計  6,643 72.0 6,597 72.0 △45
海運業利益  1,274 13.8 1,197 13.1 △77

Ⅲ その他事業収益    
 商事収益  1,307 1,364  56
その他事業収益合計  1,307 14.2 1,364 14.9 56

Ⅳ その他事業費用    
商事費用  1,196 1,245  48
その他事業費用合計  1,196 13.0 1,245 13.6 48
その他事業利益  110 1.2 119 1.3 8
営業総利益  1,385 15.0 1,316 14.4 △68

Ⅴ 一般管理費 ※1 1,128 12.2 1,090 11.9 △37
営業利益  257 2.8 226 2.5 △30

Ⅵ 営業外収益    
(1) 受取利息 ※2 25 27  2
(2) 受取配当金  19 10  △8
(3) 資産賃貸料 ※2 30 32  1
(4) その他営業外収益  9 24  14
営業外収益合計  85 0.9 95 1.0 10

Ⅶ 営業外費用    
(1) 支払利息  178 142  △36
(2) 減価償却費  35 25  △10
(3) 賃借料  ― 55  55
(4) その他営業外費用  63 57  △5
営業外費用合計  277 3.0 280 3.1 3
経常利益  64 0.7 40 0.4 △23

Ⅷ 特別利益    
投資有価証券売却益  543 350  △192
固定資産売却益 ※3 28 ―  △28
貸倒引当金戻入益  ― 25  25
特別修繕引当金取崩益  109 10  △99
投資先残余財産分配益  18 ―  △18
特別利益合計  701 7.6 385 4.2 △315

Ⅸ 特別損失    
減損損失 ※5 ― 954  954
固定資産売却損 ※4 220 50  △169
関係会社株式評価損  148 ―  △148
非連結子会社清算損  ― 19  19
貸倒引当金繰入額  340 680  340
特別退職加算金  14 23  8
特別損失合計  722 7.8 1,728 18.8 1,005
税引前当期純利益  42 0.5 ―  △42
税引前当期純損失  ― ― 1,301 △14.2 1,301
法人税、住民税及び事業税  85 0.9 108 1.2 23
法人税等調整額  112 1.3 △118 △1.3 △230
当期純損失  154 △1.7 1,292 △14.1 1,137
前期繰越損失  289 ―  △289
当期未処理損失  444 ―  △444
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③【株主資本等変動計算書】 
当事業年度（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 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
その他資本  

剰余金 

利益準備金 
退職手当積立金 

固定資産  

圧縮積立金 

平成17年12月31日残高 1,100 693 ― 185 85 22 

会計期間中の変動額       

 資本準備金の減少 ― △604 604 ― ― ― 

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― ― △   4 

 当期純利益 ― ― ― ― ― ― 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― 

株主資本以外の項目の会計期

間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― ― 

会計期間中の変動額合計 ― △604 604 ― ― △   4 

平成18年12月31日残高 1,100 89 604 185 85 17 

 

株主資本 

利益剰余金 

評価・換算  

差額等 

その他利益剰余金 
 

別途積立金 繰越利益剰余金

自己株式 
株主資本合計

その他有価証券

評価差額金 

純資産   

合計 

平成17年12月31日残高 1,285 △  444 △   4 2,922 410 3,333 

会計期間中の変動額       

 資本準備金の減少 ― ― ― ― ― ― 

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― 4 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― △1,292 ― △ 1,292 ― △ 1,292 

 自己株式の取得 ― ― △   0 △     0 ― △     0 

株主資本以外の項目の会計期

間中の変動額（純額） 
― ― ― ― △ 276 △   276 

会計期間中の変動額合計 ― △1,287 △   0 △ 1,292 △ 276 △ 1,569 

平成18年12月31日残高 1,285 △1,731 △   4 1,630 133 1,764 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 
時価のあるもの 

決算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．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法による原価法 

３．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産        

定率法によっております。 

ただし、船舶中一部及び平成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３～６５年、構築物５～２０年、機械装置１

５年、車輌運搬具２～５年、器具備品３～２０年であります。 

(2) 無形固定資産 
定額法によっております。 

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額

法によっております。 

  ５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 
債権の貸倒れ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、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当会計期間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(2,027 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期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の支出に備えるため、内規に基づく期末退職金要支給額を計上して

おります。 
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(5) 特別修繕引当金 
船舶の定期検査費用に備えるため、修繕見込額に基づき計上しております。 

６．収益及び費用の計上基準 

(1) 海運業収益 

貨物運賃、船客運賃ともそれぞれ積荷基準、乗船基準に基づいて当期の収益に計上し、その

他の収益も発生の都度期間に応じて計上しております。 

(2) 海運業費用 

すべての費用は発生の都度経過期間に応じて計上しております。 

７．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。 

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 

自 平成17年 1月 1日 

至 平成17年12月31日 

当事業年度 

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） 

当事業年度から「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1,764百万

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等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） 

当事業年度から「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954

百万円を計上し、減価償却費は当該適用前と比較して22

百万円減少しております。 

この結果、経常利益が22百万円増加し、税引前当期純損

失が932百万円増加しております。 

 また、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等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。 

表示方法の変更 
 

前事業年度 

自 平成17年 1月 1日 

至 平成17年12月31日 

当事業年度 

自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

 

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

（貸借対照表） 

当事業年度から投資その他の資産の「破産更生債権

等」は総資産合計の1/100を超えたため、区分掲記する

こととしました。なお、前事業年度はその他投資に83

百万円含まれております。 
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追加情報  

前事業年度 

自 平成17年 1月 1日 

至 平成17年12月31日 

当事業年度 

自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

（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、当事業年度から「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、経常利益及び税引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 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

当事業年度 
(平成18年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,461百万円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,800百万円 
 

※２ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

海運業未収金 173百万円

その他事業未収金 90百万円

立替金 964百万円

その他投資 83百万円

海運業未払金 173百万円

短期借入金 700百万円
 

※２ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

海運業未収金 200百万円

その他事業未収金 97百万円

立替金 761百万円

破産更生債権等 326百万円

海運業未払金 225百万円

短期借入金 600百万円

 
 

※３ このうち長期借入金1,676百万円(一年以内返済予

定の長期借入金357百万円含む)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 1,896百万円

投資有価証券 802百万円

 
 

※３ このうち長期借入金1,318百万円(一年以内返済予

定の長期借入金357百万円含む)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 1,613百万円

投資有価証券 18百万円

長期性預金 90百万円
 

    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。 

    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次のとおり

保証を行っています。 

東汽観光㈱ 100百万円 

神新汽船㈱ 60百万円 

伊豆諸島開発 26百万円 
 

４ 保証債務 

下記の金融機関からの借入金に対して次のとおり

保証を行っています。 

東汽観光㈱ 100百万円 

神新汽船㈱ 50百万円 

伊豆諸島開発 5百万円 
 

※５ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 88,000,000株 

    発行済株式数の総数 

普通株式 22,000,000株 
 

  

-----------------------------------  

      
 

※６ 会社が保有する自己株式の数 

普通株式 20,825株 
 

  

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

※７ 期末日満期手形の会計処理 

当事業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

事業年度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 
 

※７ 期末日満期手形の会計処理 

   当事業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

事業年度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 
 

※８ 従業員の退職時に資するための、毎期の生命保険

金の払込額であります。 

※８ 従業員の退職時に資するための、毎期の生命保険

金の払込額であります。 

※９ その他有価証券評価差額金410百万円は商法施行

規則第124条第３号の規定により、配当に充当す

ることが制限されるものであります。 

  

―------------------------------------ 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 一般管理費は、次のとおり販売費及び一般管理費

を合併して計上しております。 

販売費 367百万円

一般管理費 760百万円

合計 1,128百万円
   

※１ 一般管理費は、次のとおり販売費及び一般管理費

を合併して計上しております。 

販売費 378百万円

一般管理費 711百万円

合計 1,090百万円
 

   一般管理費(1,128百万円)の主要な費目は次のと

おりであります。 

従業員給与 427百万円

退職給付費用 145百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費 67百万円

賞与引当金繰入額 7百万円

資産維持費 95百万円
 

一般管理費(1,090百万円)の主要な費目は次のと

おりであります。 

従業員給与 406百万円

退職給付費用 131百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費 66百万円

賞与引当金繰入額 7百万円

資産維持費 95百万円
 

※２ 関係会社に係る注記 

   関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取利息 21百万円

資産賃貸料 24百万円
  

※２ 関係会社に係る注記 

   関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取利息 23百万円

資産賃貸料 26百万円
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

船舶 28百万円
  
  

※４ 固定資産売却損の内訳 

船舶 125百万円

建物 30百万円

土地 64百万円
  

 

     ------------------------------------ 

                         

※４ 固定資産売却損の内訳 

土地 50百万円

 

 
 

※５  減損損失 

当社は、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、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、固

定資産税評価額並びに船舶鑑定評価額に基づいた

時価から正味売却価額を、事業用資産については、

将来キャッシュ・フローを4.8％で割引いた使用価

値で算出しております。 

減損損失
用途 種類 場所 

（百万円）

土地 
東京都 

大島町他 
707

遊休資産 

船舶他 ― 93

事業用 
資  産 

建物他 
東京都   

大島町 
154

合 計 ― ― 954
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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年 1月 1日至 平成18年12月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末  
株式数 

当会計期間   
増加株式数 

当会計期間    
減少株式数 

当事業年度末  
株式数 

 
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 

（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成17年 1月 1日 

至 平成17年12月31日 

事業年度 

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 

    

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(平成18年12月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

当事業年度 
(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 
223百万円

役員退職慰労引当金否認 46百万円

貸倒引当金損金算入限度 

超過額 
187百万円

有価証券評価損否認 318百万円

その他 37百万円

繰越税金資産小計 813百万円

評価性引当額 △325百万円

  繰延税金資産合計 488百万円

 

 

   (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

投資有価証券評価差額金 △273百万円

  繰延税金負債合計 △361百万円

  繰延税金資産の純額 126百万円

 

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 40.0％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 11.0％

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△9.5％

 住民税均等割 9.7％

 評価性引当金 415.7％

 その他 △6.0％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 460.9％

 

 
 

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 
317百万円

役員退職慰労引当金否認 56百万円

貸倒引当金損金算入限度 

超過額 
440百万円

有価証券評価損否認 159百万円

減損損失 328百万円

その他 54百万円

  繰延税金資産小計 1,355百万円

評価性引当額 △824百万円

  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

投資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 

 

  当事業年度は、税引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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(１株当たり情報) 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（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                      151円67銭 １株当たり純資産額                       80円27銭

１株当たり当期純損失                      7円04銭 １株当たり当期純損失                     58円79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） 
当事業年度から、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 

貸借対照表の純資産の合計額 
 1,764百万円

 普通株式に係る純資産額 

 1,764百万円

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

損益計算書上の当期純損失 損益計算書上の当期純損失 

154百万円 1,292百万円

普通に係る当期純損失 普通に係る当期純損失 

154百万円 1,292百万円

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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役 員 の 異 動  

定時株主総会（３月２９日）にて選任・退任予定 

 

 

（１） 新任取締役候補 

 

  取締役  石渡 恒夫 (京浜急行電鉄株式会社代表取締役社長) 

   取締役  加藤 曻司 （藤田観光株式会社取締役社長） 

    取締役  早坂 雅己 （東汽商事株式会社代表取締役） 

 

（２）退任予定取締役 

 

   小谷 昌   （取締役） 

藤原 貞夫   (取締役） 

野口 精一郎 （取締役） 

 

 

 

※ 野口 精一郎氏は非常勤顧問に就任する予定であります。 

 

 

以  上 

 

 


