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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,487 ― 127 ― 202 ― 90 ―
20年3月期第1四半期 3,572 △0.2 347 22.2 421 22.7 267 45.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 9.13 ―
20年3月期第1四半期 26.82 ―

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

21年3月期第1四半期 21,649 15,558 61.3 1,333.19
20年3月期 21,548 15,560 61.5 1,330.42

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,281百万円 20年3月期  13,254百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期連結累計期間 7,030 ― 151 ― 278 ― 139 ― 13.95
通期 13,851 △2.0 120 △88.0 356 △71.8 203 △71.6 20.38

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）平成20年５月19日に公表いたしました連結業績予想は、本日平成20年８月５日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
（2）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。 
（3）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,010,000株 20年3月期  10,010,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  47,873株 20年3月期  47,587株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  9,962,270株 20年3月期第1四半期  9,962,413株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間は、売上高は前年同期比微減にとどまったものの、燃料油高

騰による費用増が響き、前年同期に比べて大幅な減益となりました。 

 事業部門別では、主力の曳船事業は、各地区毎で濃淡があるものの、合計では売上高は

24 億 55 百万円(前年同期比 1.1％増)となりました。利益面では、燃料費大幅増加に伴い、

営業利益は 1 億 96 百万円(前年同期比 39.6％減)となりました。 

 旅客船事業は、積極的な営業活動にも拘らず、春の観光シーズンにおける天候不順、景

気減速による消費者のレジャーへの意欲低下などが影響し、売上高 7 億 57 百万円(前年同

期比 8.5％減)、営業損失 68 百万円となりました。 

 売店・食堂事業は、旅客船事業の動向に左右される傾向が強く、売上高は 2億 97 百万円

(前年同期比 13.0％減)、営業損失 48 万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ＜資産 216 億 49 百万円(前連結会計年度末比 1 億 1百万円増加)＞ 

 流動資産は、船舶建造、債券購入などにより現金及び預金が減少したため、4 億 31 百万

円減少いたしました。 

 固定資産は、債券購入により投資有価証券が増加したことを主因に 5億 33 百万円増加い

たしました。 

 ＜負債 60 億 91 百万円(前連結会計年度末比 1億 3百万円増加)＞ 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が減少したものの、賞与引当金の増加等により 55 百万

円増加いたしました。 

 固定負債は、特別修繕引当金、繰延税金負債の増加等により 48 百万円の増加となりまし

た。 

 ＜純資産 155 億 58 百万円(前連結会計年度末比 1百万円減少)＞ 

 純資産は、利益剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の増加がほぼ見合う結果とな

りました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 20 年 5 月 19 日に公

表いたしました数値を、本日(平成 20 年 8 月 5日)別途開示の「業績予想の修正に関するお

知らせ」のとおり変更いたしました。 

 詳細につきましては、当該資料をご覧ください。 
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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）

　　　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　（簡便な会計処理）

　　　①たな卸資産の評価方法

　　　　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年

　　　度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　　　　また、たな卸資産の簿価引下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

　　　価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　　　②固定資産の減価償却費の算定方法

　　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

　　　する方法によっております。

　　　③法人税等の算定方法

　　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

　　　する方法によっております。

　　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　　　該当事項はありません。

（３）四半期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

　　　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月

　　　14日　企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

　　　委員会　平成19年３月14日　企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

　　　連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　　②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準

　　　第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

　　　性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　　　　これによる損益に与える影響はありません。

　　　③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年

　　　３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

　　　委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１

　　　四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

　　　の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

　　　しております。

　　　　また、当該リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

　　　とする定額法を採用しております。

　　　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　　　これによる損益に与える影響はありません。
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５．【四半期連結財務諸表】
 （１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 6,464,971 6,911,411

　　受取手形及び売掛金 2,615,423 2,612,722

　　商品 26,374 29,150

　　貯蔵品 122,561 94,399

　　繰延税金資産 151,025 124,253

　　その他 246,808 286,703

　　貸倒引当金 △ 13,783 △ 13,507

　　流動資産合計 9,613,381 10,045,132

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 1,391,890 1,410,942

　　　船舶（純額） 4,527,345 4,729,145

　　　土地 1,213,392 1,059,644

　　　その他（純額） 216,031 77,410

　　　有形固定資産合計 7,348,660 7,277,143

　　無形固定資産 51,162 55,452

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,622,373 2,149,914

　　　関係会社株式 1,438,588 1,447,302

　　　繰延税金資産 142,334 145,727

　　　その他 470,791 465,324

　　　貸倒引当金 △ 37,746 △ 37,785

　　　投資その他の資産合計 4,636,341 4,170,483

　　固定資産合計 12,036,163 11,503,078

　資産合計 21,649,544 21,548,211
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 1,072,356 1,191,163

　　短期借入金 1,643,536 1,678,536

　　未払法人税等 182,511 239,555

　　役員賞与引当金 9,999 40,000

　　賞与引当金 402,883 221,882

　　その他 295,501 180,574

　　流動負債合計 3,606,787 3,551,711

　固定負債

　　長期借入金 212,879 223,679

　　退職給付引当金 1,223,452 1,236,601

　　役員退職慰労引当金 384,604 378,865

　　特別修繕引当金 297,111 278,541

　　繰延税金負債 284,357 230,698

　　負ののれん 80,662 86,492

　　その他 1,202 1,202

　　固定負債合計 2,484,268 2,436,080

　負債合計 6,091,056 5,987,792

純資産の部

　株主資本

　　資本金 500,500 500,500

　　資本剰余金 75,357 75,357

　　利益剰余金 12,388,882 12,497,162

　　自己株式 △ 36,666 △ 36,496

　　株主資本合計 12,928,072 13,036,523

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 421,797 323,753

　　為替換算調整勘定 △ 68,415 △ 106,051

　　評価・換算差額等合計 353,382 217,702

　少数株主持分 2,277,033 2,306,193

　純資産合計 15,558,488 15,560,419

負債純資産合計 21,649,544 21,548,211
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 （２）【四半期連結損益計算書】
（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 3,487,153

売上原価 2,771,974

売上総利益 715,178

販売費及び一般管理費

　販売費 98,878

　一般管理費 488,682

　販売費及び一般管理費合計 587,560

営業利益 127,618

営業外収益

　受取利息 4,753

　受取配当金 25,919

　負ののれん償却額 5,830

　持分法による投資利益 38,864

　その他 9,687

　営業外収益合計 85,054

営業外費用

　支払利息 8,845

　その他 878

　営業外費用合計 9,723

経常利益 202,948

税金等調整前四半期純利益 202,948

法人税、住民税及び事業税 183,534

法人税等調整額 △ 36,791

法人税等合計 146,742

少数株主損失 34,761

四半期純利益 90,968
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企

業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年

３月14日　企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半

期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

（単位：千円）

曳 船 事 業 旅客船事業 売店･食堂事業 計 消去又は全社 連   結

   売    上    高

 (1)外部顧客に対する売上高   2,453,299  738,864    294,989    3,487,153  － 3,487,153  

 (2)セグメント間の内部売上高 2,280      18,586     2,636      23,503     (23,503) －
    又は振替高

計 2,455,579  757,451    297,625    3,510,656  (23,503) 3,487,153  

  営業利益又は営業損失（△） 196,739    △68,637 △483 127,618    － 127,618    

 (注）1．事業の種類は、役務提供の種類・性質、市場等の類似性を考慮して区分しております。

      2．各事業の主な内容

              (1)曳  船  事  業 …曳船事業、貸船事業、防災関係事業等

             (2)旅 客 船 事 業 …観光船事業、カーフェリー事業、交通船事業等

             (3)売店・食堂事業 …売店事業、レストラン事業等

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

    全セグメントの売上高の合計が日本のみであるため、記載を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

    海外売上高がないため、記載を省略しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。
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