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上 場 会 社 名  東海汽船株式会社                             上場取引所 東証二部 

コ ー ド 番 号   ９１７３                                     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 

定時株主総会開催予定日  平成20年 3月27日 

有価証券報告書提出予定日 平成20年 3月28日 

（百万円未満切捨て） 

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

(1)連結経営成績                                  (％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19年 12月期 

18年 12月期 

11,605    △4.6 

12,159    △2.3 

306        6.5

 287     △29.8

183        ― 

 △ 82        ― 

△  105    ―

 △1,233    ―

 

 
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   

営業利益率 

 円    銭 円    銭     ％     ％     ％

19年 12月期 

18年 12月期 

△ 4    79 

△56    13 

―  ― 

―  ― 

△ 4.0 

△36.1 

   1.8 

△ 0.7 

2.6 

2.4 

(参考) 持分法投資損益    19年12月期    △ 1百万円  18年12月期      △148百万円 

 

(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 

19年 12月期 

18年 12月期 

9,232 

10,569 

2,647 

2,758 

27.9 

25.3 

117    25 

121    50 

(参考) 自己資本             19年12月期  2,576百万円  18年12月期  2,670百万円 
 
(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

19年 12月期 

18年 12月期 

992 

1,134 

147 

△  163 

△1,424 

△1,107 

1,343 

1,628 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 期末 年間 
 円   銭 円  銭 

18年 12月期 

19年 12月期 

―    ― 

―    ― 

0   00 

0   00 

20年 12月期 

（予想） 
未 定 未 定 

 
３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年 1月 1日～平成20年12月31日） 

(％表示は対前期増減率、中間期は対前年中間期増減率) 

 
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

中 間 期 5,100   △4.3 △320      ― △250      ― △150      ― △6   83 

通    期 11,500   △0.9 200  △34.7 190     3.8 120     ― 5   46 
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４．その他 

(1) 期中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) 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（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更         無 
（注）詳細は、１６ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19年12月期 22,000,000株 18年12月期 22,000,000株 

② 期末自己株式数                       

19年12月期    29,267株 18年12月期     23,133株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、２７ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

（参考）個別業績の概要 

１． 平成19年12月期の個別業績（平成19年 1月 1日～平成19年12月31日） 

(1)個別経営成績                                   (％表示は対前年期増減率) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19年 12月期 

18年 12月期 

9,289       1.4

9,159     △0.7

205      △ 9.1

 226      △12.0

106      160.8

 40     △36.8

 

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円    ％ 円      銭 

19年 12月期 

18年 12月期 

△  172        ―

  △1,292        ―

 △ 7       84 

 △58       79 

 

(2)個別財政状態 

 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 

19年 12月期 

18年 12月期 

7,819      

9,283      

1,612     

1,764     

20.6       

19.0       

 73    38 

 80    27 

(参考) 自己資本  19年12月期  1,612百万円   18年12月期  1,764百万円 

 

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年 1月 1日～平成20年12月31日） 

(％表示は対前期増減率、中間期は対前年中間期増減率) 

 
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

中 間 期 4,200     0.7 △290       ― △300       ― △200      ― △9   10 

通    期 9,000   △3.1 60   △70.9 30   △71.9 10     ― 0   46 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、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。 
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１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、戦後最長の景気拡張が続いているものの、堅調な企業収

益、設備投資が持続する一方で、企業から家計への所得移転が進まず、個人消費は低調で内需を中心

に力強さに欠ける状況でありました。 

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、遊休船舶の売

却等徹底したコスト削減に努めました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高１１６億５百万円（前期１２１億５千９百万円）、営

業利益３億６百万円（前期営業利益２億８千７百万円）、経常利益１億８千３百万円（前期経常損失

８千２百万円）となりました。これに、旅客自動車運送事業における固定資産の減損損失１億３千９

百万円などを特別損失に計上した結果、税引後利益は１億５百万円の損失計上となりました。（前期

純損失１２億３千３百万円） 

個別では、売上高９２億８千９百万円（前期９１億５千９百万円）、営業利益２億５百万円（前期

営業利益２億２千６百万円）、経常利益１億６百万円（前期経常利益４千万円）となりました。連結

と同様の理由により、当期純損失は１億７千２百万円（前期純損失１２億９千２百万円）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、年度当初の大島椿まつり期間において、館山～大島～下田航路を除いて

は３月の天候不良による影響からかなりの旅客数減を余儀なくされました。その後、ジェットフォイ

ル就航５周年企画キャンペーンによる集客の底上げ、夏期最盛期の８、９月の好天候・海象を梃子と

した順調な集客、４年連続１０万人を超える好調な東京湾納涼船集客もあって、全航路での年間旅客

数は８１万９千人（前期８２万５千人）となりました。 

一方、貨物部門では、前期同様伊豆諸島全島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３５万８千トン（前期３６万７千トン）となりました。 

以上の結果、当事業の売上高は８４億９千１百万円（前期８８億６千６百万円）となりました。 

費用面では、船舶燃料油価格の高止まりによるコストアップに対し、客船・貨物船ともに配船、傭

船の効率化に注力する等地道なコスト削減に努めた結果、営業利益は８億５千２百万円（前期８億５

千８百万円）となりました。 

≪商事料飲事業≫ 

当事業のうち料飲部門は、東京湾納涼船の料飲売上げが好調でありましたが、商事部門は島嶼向け

資材の販売が低調に推移した結果、当事業の売上高は１７億７千２百万円（前期１９億６千万円）、 

営業利益１億３千１百万円（前期１億５千３百万円）となりました。 

≪レストラン事業≫ 

東京湾周遊のレストランシップ事業は、貸切婚礼利用客の減少はあったものの、サンセットクルー

ズを中心とした客単価の高い団体客取り込みが効を奏し、全クルーズでの利用客数は１１万９千人

（前期１１万８千人）、売上高１０億４千４百万円（前期１０億７百万円）となりました。また、船

内スタッフの合理化などコスト削減に努め、営業利益は２千８百万円（前期営業損失１千４百万円）

となりました。 
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≪ホテル事業≫  

大島温泉ホテル事業は、最多客期である椿まつり期間の大島航路旅客数減少が響き、売上高は２億

３千６百万円（前期２億５千４百万円）、営業損失１千２百万円（前期営業利益５百万円）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。ホテル事業と同様、椿まつり

期間中の貸切バス団体利用客の減少により、売上高は２億１千１百万円（前期２億１千９百万円）、

営業損失１千４百万円（前期営業損失９百万円）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。当事業の売上高は１億 

６千９百万円（前期１億５千６百万円）、営業利益４百万円（前期３百万円）となりました。 

②次期の見通し 

今後のわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資がなお堅調で景気の下支えをしてい

るものの、米国景気の変調や金融市場の動揺、原油価格の高止まりなどにより、なお一層厳しい状況

が予想されます。 

当社グループは、基本理念である「安全運航」の徹底と「良質なサービス」の提供を通して社会に

貢献すべく、安全最優先に全力を挙げて取り組むとともに、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を構築し業績の向上に努力してまいります。 

主力事業分野である海運関連事業の旅客部門では、「海のフラワーライン」館山～大島～下田航路

のダイヤ充実、告知強化により、昨年減少の１～３月大島航路の集客回復を図ります。また、春・秋

のシーズンには、引き続き「東京の島をあるく」をメインテーマとした営業活動を強化展開し、オフ

シーズン集客の底上げを図るとともに、各島との連携緊密化による島の観光魅力度の引き上げに、引

き続き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

のと思われますので、荷役作業等の合理化、配船の効率化をなお一層図ってまいります。 

レストラン事業については、貸切婚礼利用客とディナータイムクルーズ客の集客増を中心とした営

業展開により、増収増益達成を図ります。 

ホテル事業については、高品質の源泉掛け流し温泉を前面にした営業活動に努めるとともに、オフ

シーズン対策として、スポーツ団体客の合宿誘致など団体営業を強化推進し、収支の改善を図ります。 

旅客自動車運送事業については、オフ期の路線運行ダイヤ、運行要員について見直しを行うととも

に、個人客の積極的な誘致に努め収支の改善を図ります。 

以上の通り、各部門に亘って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、売上高１１５億円、営業利益２億円、経常利益１億

９千万円、当期純利益１億２千万円を予想しております。 

また、個別業績見通しは、売上高９０億円、営業利益６千万円、経常利益３千万円、当期純利益１

千万円を予想しております。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産・負債および純資産の状況 

前連結会計年度末と比べて、総資産は１３億３千７百万円減少し、９２億３千２百万円となりまし

た。これは借入金返済に伴う預金の減少などにより流動資産が６億３千４百万円、減損および減価償

却により有形固定資産が７億５千３百万円減少したためです。また、負債は全体で１２億２千５百万

円減少しておりますが、その主な要因は、有利子負債が１４億２千２百万円減少したことによるもの

です。なお、純資産も利益剰余金が１億５百万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、９億９千２百万円のキャッシュ・

インとなりました。これは税金等調整前当期純損失が３千２百万円となったものの、非資金損益項目

である減価償却費７億９千６百万円、減損損失１億３千９百万円によるものです。 

（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、１億４千７百万円のキャッシュ・

インとなりました。これは定期預金の払戻し１億４千７百万円と有価証券償還による収入１億６千万

円が、有形固定資産取得による支出１億６千６百万円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、１４億２千４百万円のキャッ  

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１４億４千８百万円によるものです。 

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、前年同期比２億８千４百万円減少

し、１３億４千３百万円となりました。 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社グループは、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、当社の航路は、離島の生活の維持を目的とした公共性のある航路であり、輸送需要

の多寡に拘わらず定期運航が求められており、必然的に不採算となる宿命を持っております。また、

ジェットフォイル導入による航路の近代化や業務全般の効率化を推進し、業績の向上に努めておりま

すが、旅客の漸減傾向、伊豆諸島の公共工事の減少などもあり、今後とも厳しい経営環境が続くもの

と予想されます。こうした背景の下、商品企画力の向上、各島の行政・観光関係者との連携強化、な

らびに全部門に亘る更なるコストダウン対策の推進により、配当可能利益の捻出に努める所存でござ

います。 

当期の配当につきましては、前述の通り無配とさせていただきます。また、次期の配当につきまし

ては、現段階では未定とさせていただきます。 
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（４）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２０年２月１４日）現在において判断したものであります。 

①利益の下期偏重について 

当社グループは、当社、子会社１１社および関連会社３社で構成され、伊豆諸島と本土を結ぶ旅

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離島航路整備法対象航路の存在 

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軽減すべく、旅客および貨物運賃とは別にそれぞれ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
東海汽船ああああ東海汽船㈱（９１７３） 平成１９年１２月期決算短信 

― 7 ― 

２． 企業集団の状況 
当社グループは、当社、子会社１１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……………………当社は、東京(横浜)、久里浜、熱海より伊豆諸島を結ぶ旅客の定期航

路および東京湾内周遊の事業を、また、東京と伊豆諸島を結ぶ貨物の

定期航路事業を行っております。伊豆七島海運㈱は東京と伊豆諸島を

結ぶ貨物の運送事業を行っております。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。 

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料飲販売・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。 
 

事業区分

伊豆七島海運㈱ ※１
東海マリンサービス㈱ ※１

港湾荷役 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

設備の賃貸 その他２社

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 

ホテル事業

東海汽船㈱

 旅客・貨物の
 航路事業

生活必需品及び

東汽観光㈱

大島旅客自動車㈱

東汽商事㈱設備の賃貸

レストラン事業 東京ヴァンテアンクルーズ㈱

東海技術サービス㈱

海運関連事業

商事料飲事業
建設資材の供給

東海自動車サービス㈱旅客自動車
運送事業

子会社及び関連会社

貨客の取扱

その他の事業

※１

※１

※１

※１

※１

※１

 

(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。 

なお、最近の有価証券報告書（平成１９年３月３０日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更

がないため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 
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３． 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、離島の生活物資を安全、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） 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。 

（３） 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。 

（４） 会社の対処すべき課題 

当社グループは、運輸事業の基本は「安全」であるとの認識から安全マネジメント態勢の下、安全

最優先に全力をあげて取り組みます。 

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。 

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

作業体制について更に見直してまいります。 

ホテル、レストラン、旅客自動車（バス）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、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。 
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４． 連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成19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 2,543 2,120  △422

(2) 受取手形及び営業未収金 ※５ 1,246 1,180  △66

(3) 有価証券  160 12  △148

(4) たな卸資産  243 271  27

(5) 繰延税金資産  25 25  △0

(6) その他の流動資産  274 249  △24

(7) 貸倒引当金  △4 △4  0

流動資産合計  4,489 42.5 3,854 41.8 △634

II. 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 船舶 ※３ 3,000 2,398  △601

２ 建物及び構築物  171 167  △4

３ 土地  431 310  △121

４ その他  197 171  △25

有形固定資産合計 ※１ 3,800 36.0 3,047 33.0 △753

(2) 無形固定資産  81 0.8 76 0.8 △4

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券 
※２ 
※３ 

1,387 1,410  22

２ 長期貸付金  58 40  △17

３ 繰延税金資産  404 450  45

４ その他 ※３ 444 549  104

５ 貸倒引当金  △96 △196  △99

投資その他の資産合計  2,198 20.7 2,253 24.4 55

固定資産合計  6,080 57.5 5,377 58.2 △702

資産合計  10,569 100.0 9,232 100.0 △1,337
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  前連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成19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 ※５ 809 859  49

(2) 短期借入金 ※３ 3,787 3,097  △690

(3) 一年以内償還予定の社債 ※３ 80 80  ―

(4) 未払法人税等  112 87  △24

(5) 賞与引当金  34 33  △1

(6) その他の流動負債  407 392  △15

流動負債合計  5,232 49.5 4,550 49.3 △682

II. 固定負債    

(1) 社債 ※３ 80 ―  △80

(2) 長期借入金 ※３ 1,409 757  △652

(3) 退職給付引当金  836 899  62

(4) 役員退職慰労引当金  140 176  35

(5) 特別修繕引当金  111 202  90

固定負債合計  2,579 24.4 2,035 22.0 △543

負債合計  7,811 73.9 6,585 71.3 △1,225

(純資産の部)    

I. 株主資本    

(1) 資本金  1,100 10.4 1,100 11.9 ―

(2) 資本剰余金  693 6.6 693 7.5 ―

(3) 利益剰余金  707 6.7 601 6.5 △105

(4) 自己株式  △4 △0.0 △6 △0.0 △1

株主資本合計  2,495 23.7 2,389 25.9 △106

II. 評価・換算差額等    

(1) その他有価証券評価差額金  174 186  12

評価・換算差額等合計  174 1.6 186 2.0 12

III. 少数株主持分    

(1) 少数株主持分  88 71  △17

少数株主持分合計  88 0.8 71 0.8 △17

純資産合計  2,758 26.1 2,647 28.7 △111

負債純資産合計  10,569 100.0 9,232 100.0 △1,337
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(2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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  8,837 8,465  △372

(2) その他事業収益  3,321 3,139  △182

売上高合計  12,159 100.0 11,605 100.0 △554

II. 売上原価    

(1) 海運業費用  7,363 6,984  △378

(2) その他事業費用  3,191 3,028  △162

売上原価合計  10,554 86.8 10,013 86.3 △541

 売上総利益  1,605 13.2 1,592 13.7 △12

III. 一般管理費 ※１ 1,317 10.8 1,286 11.1 △31

営業利益  287 2.4 306 2.6 18

IV. 営業外収益    

(1) 受取利息  7 8  1

(2) 受取配当金  10 8  △2

(3) 固定資産売却益  15 ―  △15

(4) その他営業外収益  35 39  4

営業外収益合計  69 0.6 56 0.5 △12

V. 営業外費用    

(1) 支払利息  147 123  △24

(2) 持分法による投資損失  148 1  △146

(3) 賃借料  55 32  △22

(4) その他営業外費用  87 21  △65

営業外費用合計  438 3.6 179 1.5 △259

経常利益  ― 183 1.6 183

経常損失  82 △0.6 ― ― △82

VI. 特別利益    

(1) 固定資産売却益 ※２ ― 12  12

(2) 特別修繕引当金取崩益  13 8  △4

(3) 貸倒引当金戻入益  ― 3  3

(4) 過年度損益修正益 ※３ ― 2  2

(5) 投資有価証券売却益  366 ―  △366

特別利益合計  379 3.1 27 0.2 △352

VII. 特別損失    

(1) 減損損失 ※５ 1,325 139  △1,185

(2) 貸倒引当金繰入額  57 102  45

(3) 固定資産売却損 ※４ 50 ―  △50

(4) 特別退職加算金  23 ―  △23

(5) 非連結子会社清算損  19 ―  △19

特別損失合計  1,476 12.1 242 2.1 △1,233

税金等調整前当期純損失  1,178 △9.6 32 △0.3 △1,146

法人税、住民税及び事業税  148 1.2 118 1.0 △29

過年度法人税等  ― ― 30 0.3 30

法人税等調整額  △68 △0.5 △59 △0.5 9

少数株主損失  24 △0.2 16 △0.2 △7

当期純損失  1,233 △10.1 105 △0.9 △1,128
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(3)連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成18年12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

連結会計年度中の変動額   

当期純利益 － － △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 
会計年度中の変動額（純額） 

－ － － － － △267 △24 △292

連結会計年度中の      
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

 
 

 

 

当連結会計年度（自 平成19年 1月 1日 至 平成19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18年12月31日残高 1,100 693 707 △4 2,495 174 88 2,758

連結会計年度中の変動額   

当期純利益 － － △105 － △105 － － △105

自己株式の取得 － － － △1 △1 － － △1

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額） 

－ － － － － 12 △17 △5

連結会計年度中の      
変 動 額 合 計 

－ － △105 △1 △106 12 △17 △111

平成19年12月31日残高 1,100 693 601 △6 2,389 186 71 2,647
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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損失  1,178 32 △1,146 

２ 減価償却費  786 796 10 

３ 減損損失  1,325 139 △1,185 

４ 貸倒引当金の増減額  38 99 61 

５ 賞与引当金の増減額  △1 △1 △0 

６ 退職給付引当金の増減額  151 62 △88 

７ 役員退職慰労引当金の増減額  24 35 10 

８ 特別修繕引当金の増減額  26 90 64 

９ 投資有価証券売却益  △366 ― 366 

10 有形固定資産売却損  50 ― △50 

11 有形固定資産除却損  18 1 △16 

12 有形固定資産売却益  △15 △12 3 

13 非連結子会社清算損  19 ― △19 

14 受取利息及び受取配当金  △18 △16 1 

15 支払利息  147 123 △24 

16 持分法による投資損失  148 1 △146 

17 売上債権の増減額  344 64 △280 

18 たな卸資産の増減額  17 △27 △45 

19 仕入債務の増減額  △29 20 49 

20 その他の増減額  △83 △72 11 

小計  1,405 1,272 △133 

21 利息及び配当金の受取額  17 17 0 

22 利息の支払額  △145 △122 22 

23 法人税等の支払額  △141 △175 △33 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,134 992 △142 

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  △805 △9 796 

２ 定期預金払戻による収入  62 147 85 

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  △160 △12 148 

５ 有価証券の償還による収入  161 160 △0 

６ 有形固定資産の取得による支出  △143 △166 △23 

７ 有形固定資産の売却による収入  176 16 △159 

８ 無形固定資産の取得による支出  △2 △5 △3 

９ 無形固定資産の売却による収入  0 ― △0 

10 投資有価証券の取得による支出  △17 ― 17 

11 投資有価証券の売却による収入  523 ― △523 

12 貸付けによる支出  △1 △3 △2 

13 貸付金の回収による収入  234 20 △214 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △163 147 310 

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  ― 105 105 

２ 短期借入金の返済による支出  △381 △283 98 

３ 長期借入れによる収入  200 ― △200 

４ 長期借入金の返済による支出  △845 △1,165 △319 

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  △0 △1 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,107 △1,424 △316 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △136 △284 △148 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,764 1,628 △136 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,628 1,343 △284 
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 (5)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 

(ⅰ)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。    

(ⅱ)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 

(ⅰ)持分法適用の非連結子会社 

   伊東港運㈱であります。 

(ⅱ)持分法適用の関連会社 

   小笠原海運㈱であります。 

(ⅲ)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、当期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。 

(ⅳ)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年間財務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の決算日等に関する事項 

    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 

(ⅰ)重要な資産の評価基準および評価方法 

  （イ）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 

  （ロ）たな卸資産 

       先入先出法による原価法 

  （ハ）デリバティブ取引により生ずる債権および債務 

       時価法 

(ⅱ)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。 

 

(ⅲ)重要な引当金の計上基準 

(イ) 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。 
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  (ロ) 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。 

  (ハ) 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。 

  (ニ) 役員退職慰労引当金 

      役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末退職金要支給額を計上しておりま

す。 

  (ホ)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。 

(ⅳ)重要なヘッジ会計の方法 

  (イ) 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。 

  (ロ) 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 

  (ハ) 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。 

  (ニ) 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。 

(ⅴ)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  (イ) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
東海汽船ああああ東海汽船㈱（９１７３） 平成１９年１２月期決算短信 

― 16 ― 

(6)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18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

当連結会計年度 

自 平成19年 1月 1日 

至 平成19年12月31日 

 

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

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 

当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30

日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（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、当連結会計年度

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。 

 

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

 
 



 
 
 

 
東海汽船ああああ東海汽船㈱（９１７３） 平成１９年１２月期決算短信 

― 17 ― 

 
(7)連結財務諸表に関する注記事項 

【連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する
注記事項等】  

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度  

(平成18年12月31日) 

当連結会計年度  

(平成19年12月31日) 

※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 

※５ 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 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                  10,771 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）           867 百万円 

※３ 担保資産 

長期借入金1,056百万円(一年以内返済予定の長期借入

金490百万円含む)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）          767 百万円 

    船        舶                1,681 百万円 

   投資有価証券              84 百万円 

その他（定期預金）       90 百万円 

上記の他、船舶669百万円を社債の元金80百万円（一

年以内償還予定の社債）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 

 

※５ 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                     34 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18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19年12月31日) 

※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 

※１ 一般管理費(1,286百万円)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        584 百万円 

  賞与引当金繰入額                8 百万円 

  退職給付費用                  141 百万円 

  役員退職慰労引当金繰入額       25 百万円 

  資産維持費                    114 百万円 

  広告宣伝費                     93 百万円 

※２ ―------------------------------------ 

 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

船    舶                11 百万円 

土    地                 1 百万円 

※３ ―------------------------------------ 

 

※３ 過年度損益修正益 

税務調査による過年度損益の修正益であります。 

※４ 固定資産売却損の内訳 

  土    地               50 百万円 

※４ ―------------------------------------ 

 

※５ 減損損失の内訳 ※５ 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

 

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

価額は使用価値により測定しており、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）

旅客自動車運送
事 業 

土地他 
東京都 

大島町 
139

合  計 ― ― 139
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成18年 1月 1日至 平成18年12月31日) 

１.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 
増  加 減  少 

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 

自己株式 

普通株式 
 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年 1月 1日至 平成19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 
増  加 減  少 

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 

自己株式 

普通株式 
 

23,133株 

 

6,134株 

 

― 

 

29,267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6,134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18年 1月 1日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19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                  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期末残高      1,628百万円 

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                2,120百万円 

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        △  776百万円 

現金及び現金同等物の期末残高       1,343百万円 
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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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≪事業の種類別セグメント情報≫ 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日至 平成19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 

8,465 1,646 1,042 235 203 11 11,605 ― 11,605

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

25 126 1 0 7 157 319 (319) ―

計 8,491 1,772 1,044 236 211 169 11,924 (319) 11,605

  営業費用 7,638 1,640 1,015 248 225 164 10,934 365 11,299

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

852 131 28 △12 △14 4 990 (684) 306

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

    

  資産 4,787 538 585 126 284 77 6,399 2,832 9,232

  減価償却費 697 7 64 9 13 0 792 4 796

  減損損失 ― ― ― ― 139 ― 139 ― 139

  資本的支出 141 4 6 17 8 0 179 4 184

(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682百万円であり、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2,903百万円であり、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 当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6

号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1

日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴う各

セグメントの損益に与える影響は、軽微であります。 

≪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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【リース取引】 
   

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

当連結会計年度 
(自 平成19年 1月 1日 
至 平成19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            60 百万円 

１ 年 超            12 百万円 
――――――-―――-――-―――――― 
合   計           73 百万円 

 

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

 

 
 
 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(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 

１．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。 

２．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19年１月１日 至 平成19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

商品の 
販売 

― ― 
その他 
(更生債権等) 

104
関連 
会社 

神新 
汽船㈱ 

東京都 
港 区 

10 海運業 
直接所有 

20
兼任２名

債務の 
保証 

債務保証 50 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１．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。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ３．上記のうち、その他（更生債権等）には貸倒引当金を計上しております。 
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【税効果会計】 

前連結会計年度 
(平成18月12月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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 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
  

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 359百万円

  役員退職慰労引当金 70百万円

  貸倒引当金 80百万円

  有価証券評価損 123百万円

  繰越欠損金 148百万円

  減損損失 513百万円

その他 102百万円

   繰延税金資産小計 1,398百万円

  評価性引当額 △808百万円

   繰延税金資産合計 590百万円

(繰延税金負債) 

  固定資産圧縮積立金 △10百万円

  その他有価証券評価差額金 △103百万円

   繰延税金負債合計 △114百万円

   繰延税金資産の純額 475百万円
  

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。 

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。 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
東海汽船ああああ東海汽船㈱（９１７３） 平成１９年１２月期決算短信 

― 24 ― 

 
【有価証券】 
 

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18年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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 212 472 260 212 499 287

 ②債券 ― ― ― ― ― ―

 ③その他 ― ― ― ― ― ―

小計 212 472 260 212 499 287

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 212 472 260 212 499 287

 

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18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

売却額(百万円) 523 ―

売却益の合計額（百万円） 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18年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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 872 867

合計 872 867

(2) その他有価証券 

  非上場株式 42 42

  割引金融債 160 12

合計 203 55
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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 ― ― ―

 

当連結会計年度(平成19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 12 ― ― ―

 

【デリバティブ取引】 

１ 取引の状況に関する事項 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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。 

 

当連結会計年度(平成19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】 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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 △2,507百万円

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。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △2,440百万円

② 年金資産 42百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △2,398百万円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 1,119百万円

⑤ 未認識数理計算上の差異 378百万円

⑥ 退職給付引当金 △  899百万円

(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 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。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 167百万円

② 利息費用 38百万円

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 46百万円

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) 393百万円

(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。) 

【ストック・オプション等】 

該当事項はありません 

【企業結合等】 

該当事項はありません 
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【１株当たり情報】 

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

当連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年12月31日） 

１株当たり純資産額                      121円50銭 １株当たり純資産額                      117円25銭

１株当たり当期純損失                     56円13銭 １株当たり当期純損失                      4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 

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 2,647百万円

    普通株式に係る純資産額     普通株式に係る純資産額 

2,670百万円 2,576百万円

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年
度末の純資産額との差額の主な内訳 

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年
度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  少数株主持分     71百万円

普通株式の発行済株式数 普通株式の発行済株式数 

22,000,000株 22,000,000株

普通株式の自己株式数 普通株式の自己株式数 

23,133株 29,267株

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数 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 21,970,733株

  

２ 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 

連結損益計算書上の当期純損失 連結損益計算書上の当期純損失 

1,233百万円 105百万円

普通に係る当期純損失 普通に係る当期純損失 

1,233百万円 105百万円

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 

21,977,883株 21,972,988株

【重要な後発事象】 

該当事項はありません。 



 
 
 

 
東海汽船ああああ東海汽船㈱（９１７３） 平成１９年１２月期決算短信 

― 28 ― 

 
５． 個別財務諸表 

(1)貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成18年12月31日) 
当事業年度 

(平成19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 2,200 1,676  △524

(2) 受取手形 ※5 155 131  △23

(3) 海運業未収金 ※2 785 787  1

(4) その他事業未収金 ※2 308 294  △13

(5) 短期貸付金  19 21  1

(6) 関係会社短期貸付金  410 250  △160

(7) 立替金 ※2 780 266  △514

(8) 有価証券  160 12  △148

(9) 商品  10 5  △4

(10) 貯蔵品  148 192  43

(11) 前払費用  34 40  6

(12) 繰延税金資産  25 25  △0

(13) 未収消費税等  ― 8  8

(14) その他流動資産  11 5  △5

(15) 貸倒引当金  △  2 △  3  △0

流動資産合計  5,049 54.4 3,716 47.5 △1,333

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 船舶 ※3 2,549 2,005  △543

２ 建物  145 131  △14

３ 構築物  8 9  0

４ 機械装置  0 0  △0

５ 車両運搬具  7 5  △2

６ 器具備品  68 72  4

７ 土地  123 123  △0

有形固定資産合計 ※1 2,904 31.3 2,349 30.0 △555

(2) 無形固定資産    

１ 借地権  60 60  ―

２ ソフトウェア  12 8  △4

３ その他無形固定資産  7 7  △0

無形固定資産合計  80 0.9 75 1.0 △4

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券 ※3 242 295  52

２ 関係会社株式  264 237  △26

３ 長期貸付金  58 40  △17

４ 関係会社長期貸付金  680 798  117

５ 繰延税金資産  404 449  45

６ 破産更生債権等 ※2 388 585  196

７ 敷金  60 60  △0

８ 長期性預金 ※3 190 190  ―

９ 関係会社長期債権  ― 318  318

10 その他投資  61 59  △2

11 貸倒引当金  △1,101 △1,356  △254

投資その他の資産合計  1,248 13.4 1,677 21.5 428

固定資産合計  4,234 45.6 4,103 52.5 △131

資産合計  9,283 100.0 7,819 100.0 △1,464
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前事業年度 

(平成18年12月31日) 
当事業年度 

(平成19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 ※5 152 130  △21

(2) 海運業未払金 ※2 604 674  70

(3) その他事業未払金  106 108  1

(4) 短期借入金 ※2 2,535 2,337  △197

(5) 一年以内返済予定の長期借入金 ※3 1,092 590  △502

(6) 一年以内償還予定の社債 ※3 80 80  ―

(7) 未払金  35 48  12

(8) 未払法人税等  74 49  △24

(9) 未払消費税等  15 ―  △15

(10) 未払費用  132 109  △23

(11) 前受金  34 29  △5

(12) 預り金  105 71  △34

(13) 賞与引当金  25 24  △1

(14) その他流動負債  5 0  △5

流動負債合計  5,001 53.9 4,254 54.4 △746

Ⅱ 固定負債    

(1) 社債 ※3 80 ―  △80

(2) 長期借入金 ※3 1,409 757  △652

(3) 退職給付引当金  792 876  83

(4) 役員退職慰労引当金  140 141  0

(5) 特別修繕引当金  95 177  82

固定負債合計  2,518 27.1 1,952 25.0 △565

負債合計  7,519 81.0 6,207 79.4 △1,312

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

(1) 資本金  1,100 11.8 1,100 14.0 ―

(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 8.8 ―

(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 16  △1

３ 別途積立金  1,285 1,285  ―

４ 繰越利益剰余金  △1,731 △1,902  △170

利益剰余金合計  △158 △1.7 △330 △4.2 △172

(4) 自己株式  △4 △0.0 △6 △0.0 △1

株主資本合計  1,630 17.6 1,456 18.6 △173

Ⅱ 評価・換算差額等    

(1) その他有価証券評価差額金  133 1.4 155 2.0 21

評価・換算差額等合計  133 1.4 155 2.0 21

純資産合計  1,764 19.0 1,612 20.6 △151

負債純資産合計  9,283 100.0 7,819 100.0 △1,464
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(2)損益計算書 

           
前事業年度 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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  5,885 5,811  △73
(2) その他海運業収益  1,909 2,277  368
海運業収益合計  7,795 85.1 8,089 87.1 294

Ⅱ 海運業費用    
(1) 運航費  1,373 1,455  82
(2) 船費  2,858 2,792  △66
(3) 借船料  22 ―  △22
(4) 事業所費  583 452  △130
(5) その他海運業費用  1,759 2,214  454
海運業費用合計  6,597 72.0 6,914 74.4 316
海運業利益  1,197 13.1 1,174 12.7 △22

Ⅲ その他事業収益    
 商事収益  1,364 1,200  △164
その他事業収益合計  1,364 14.9 1,200 12.9 △164

Ⅳ その他事業費用    
商事費用  1,245 1,102  △142
その他事業費用合計  1,245 13.6 1,102 11.9 △142
その他事業利益  119 1.3 97 1.0 △21
営業総利益  1,316 14.4 1,272 13.7 △44

Ⅴ 一般管理費 ※1 1,090 11.9 1,066 11.5 △23
営業利益  226 2.5 205 2.2 △20

Ⅵ 営業外収益    
(1) 受取利息 ※2 27 28  0
(2) 受取配当金  10 7  △3
(3) 固定資産売却益  12 ―  △12
(4) 資産賃貸料 ※2 32 26  △6
(5) その他営業外収益  12 18  6
営業外収益合計  95 1.0 80 0.9 △14

Ⅶ 営業外費用    
(1) 支払利息  142 117  △24
(2) 減価償却費  25 17  △8
(3) 賃借料  55 32  △22
(4) その他営業外費用  57 12  △45
営業外費用合計  280 3.1 179 1.9 △101
経常利益  40 0.4 106 1.2 65

Ⅷ 特別利益    
(1) 固定資産売却益 ※3 ― 12  12
(2) 特別修繕引当金取崩益  10 8  △1
(3) 貸倒引当金戻入益  25 23  △1
(4) 過年度損益修正益 ※2・4 ― 16  16
(5) 投資有価証券売却益  350 ―  △350
特別利益合計  385 4.2 60 0.6 △325

Ⅸ 特別損失    
(1) 関係会社株式評価損  ― 10  10
(2) 貸倒引当金繰入額  680 277  △402
(3) 減損損失 ※6 954 3  △951
(4) 固定資産売却損 ※5 50 ―  △50
(5) 特別退職加算金  23 ―  △23
(6) 非連結子会社清算損  19 ―  △19
特別損失合計  1,728 18.8 290 3.1 △1,437

税引前当期純損失  1,301 △14.2 124 △1.3 △1,177
法人税、住民税及び事業税  108 1.2 77 0.8 △31
過年度法人税等  ― ― 30 0.3 30
法人税等調整額  △118 △1.3 △59 △0.6 58

当期純損失  1,292 △14.1 172 △1.8 △1,119
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(3)株主資本等変動計算書 

前事業年度の株主資本等変動計算書（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 

会計年度中の変動額       

 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年

度中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― ― 

会計年度中の変動額合計 ― △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 

会計年度中の変動額       

 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年

度中の変動額（純額） 
― ― ― ― △276 △276 

会計年度中の変動額合計 ― △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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当事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成19年 1月 1日 至 平成19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18年12月31日残高 1,100 89 604 185 85 17 

会計年度中の変動額       

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― ― △1 

 当期純利益 ― ― ― ― ― ― 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― 

株主資本以外の項目の会計年

度中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― ― 

会計年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― △1 

平成19年12月31日残高 1,100 89 604 185 85 16 

 

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18年12月31日残高 1,285 △1,731 △4 1,630 133 1,764 

会計年度中の変動額       

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― 1 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― △172 ― △172 ― △172 

 自己株式の取得 ― ― △1 △1 ― △1 

株主資本以外の項目の会計年

度中の変動額（純額） 
― ― ― ― 21 21 

会計年度中の変動額合計 ― △170 △1 △173 21 △151 

平成19年12月31日残高 1,285 △1,902 △6 1,456 155 1,612 
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(4)重要な会計方針 

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１５年、

車両運搬具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、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ただし、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、当事業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(2,027百万円)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．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。 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 ①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。 
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(5)重要な会計方針の変更 

前事業年度 

自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

当事業年度 

自 平成19年 1月 1日 

至 平成19年12月31日 

 

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

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当事業年度より、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）

及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19

年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以

降に取得したものについては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（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18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

当事業年度 

自 平成19年 1月 1日 

至 平成19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。 

 

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

 

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

（損益計算書） 

 前事業年度に区分掲記していた海運業費用の借船料

は、金額の重要性が低いことから、その他海運業費用

に含めて表示することとしました。なお、当事業年度

はその他海運業費用に６百万円含まれております。 
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(6)個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成18年12月31日) 

当事業年度 
(平成19年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 8,800百万円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 9,375百万円 
 

※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

 
 

※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 181百万円

その他事業未収金 104百万円

立替金 235百万円

破産更生債権等 506百万円

海運業未払金 241百万円

短期借入金 600百万円

 
 

※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
 

※３ このうち長期借入金898百万円(一年以内返済予定

の長期借入金332百万円含む)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) 767百万円

船舶 1,336百万円

投資有価証券 16百万円

長期性預金 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。 

    上記の他、船舶669百万円を社債の元金80百万

円(一年以内償還予定の社債)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㈱ 50百万円 

伊豆諸島開発 5百万円 
 

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 

  
 

※５ 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 
 

※５ 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 28百万円 

支払手形 51百万円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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

費を合算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
 

※１ 一般管理費は、次のとおり販売費及び一般管理

費を合算して計上しております。 

販売費 379百万円

一般管理費 687百万円

合計 1,066百万円
 

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
 

一般管理費(1,066百万円)の主要な費目は次のと

おりであります。 

従業員給与 402百万円

退職給付費用 130百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費 69百万円

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 23百万円

資産賃貸料 26百万円

 
 

※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 20百万円

過年度損益修正益 13百万円
 

※３ ―------------------------------------ 

 

 

※３ 固定資産売却益の内訳 

船舶               11百万円 

土地               1百万円 

※４ ―------------------------------------ 

 

※４ 過年度損益修正益 

税務調査による過年度損益の修正益であります。

※５ 固定資産売却損の内訳 

土   地                       50百万円 

※５ ―------------------------------------ 

 

※６  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

 

※６  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、回収可能価額は使用価値により測定して

おり、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）

事業用 
資  産 

建物他 
東京都   

大島町 
3

合 計 ― ― 3
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度(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 

増  加 減  少 
当事業年度末  
株式数 

 

普通株式 
 

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。 

 

当事業年度(自 平成19年 1月 1日至 平成19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 

増  加 減  少 
当事業年度末  
株式数 

 

普通株式 
 

23,133株 

 

6,134株 

 

― 

 

29,267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6,134株であります。 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成18年 1月 1日 

至 平成18年12月31日 

事業年度 

自 平成19年 1月 1日 

至 平成19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                         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。 

 

当事業年度(平成19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18年12月31日) 

当事業年度 
(平成19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 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

繰越税金資産小計 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。 

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 350百万円

役員退職慰労引当金 56百万円

貸倒引当金損金算入限度 

超過額 
543百万円

有価証券評価損否認 163百万円

減損損失 292百万円

その他 91百万円

  繰延税金資産小計 1,498百万円

評価性引当額 △908百万円

  繰延税金資産合計 589百万円

 

   (繰延税金負債) 

固定資産圧縮積立金 △10百万円

投資有価証券評価差額金 △103百万円

  繰延税金負債合計 △114百万円

  繰延税金資産の純額 475百万円

 

 

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18年１月１日 
  至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年12月31日） 

１株当たり純資産額                       80円27銭 １株当たり純資産額                       73円38銭

１株当たり当期純損失                     58円79銭 １株当たり当期純損失                      7円84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 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 1,612百万円

普通株式に係る純資産額 普通株式に係る純資産額 

1,764百万円 1,612百万円

普通株式の発行済株式数 普通株式の発行済株式数 

22,000,000株 22,000,000株

普通株式の自己株式数 普通株式の自己株式数 

23,133株 29,267株

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数 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 21,970,733株

  

２ 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 

1,292百万円 172百万円

普通に係る当期純損失 普通に係る当期純損失 

1,292百万円 172百万円

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 

21,977,883株 21,972,988株

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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６． 役員の異動 

定時株主総会（３月２７日）にて選任・退任予定 

 

 

（１） 新任取締役候補 

 

専務取締役  井上 和章 (興和不動産株式会社常務取締役) 

    

（２）新任予定監査役 

 

常勤監査役  鈴木 正 (当社財務室長) 

 

（３）退任予定取締役 

 

柴田 隆至  （常務取締役） 

 

 

（４）退任予定監査役 

 

森 常男   （常勤監査役） 

 

※ 柴田 隆至氏は常勤顧問に就任する予定であります。 

 

以  上 

 


