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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 11,677 △9.5 △719 ― △778 ― △286 ―

19年12月期 12,900 △2.9 △605 ― △684 ― △639 ―

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 ％ ％ ％

20年12月期 △7.26 ― △130.2 △6.7 △6.2

19年12月期 △16.17 ― △92.0 △5.2 △4.7

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  △5百万円 19年12月期  14百万円

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

20年12月期 10,694 887 0.6 1.68
19年12月期 12,702 1,331 2.9 9.47

（参考） 自己資本  20年12月期  66百万円 19年12月期  374百万円

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

20年12月期 △1,011 1,216 △98 1,030
19年12月期 1,013 △182 △1,103 924

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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）

 

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 5,000 △11.3 △150 ― △170 ― △180 ― △4.55

通期 10,400 △10.9 200 ― 150 ― 140 ― 3.54
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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） 

（注）詳細は17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） 

（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、26ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期 39,531,200株 19年12月期 39,531,200株

② 期末自己株式数 20年12月期 5,531株 19年12月期 4,971株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

20年12月期 10,321 △8.7 △669 ― △668 ― △176 ―

19年12月期 11,311 △0.9 △591 ― △521 ― △528 ―

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

円 銭 円 銭

20年12月期 △4.46 ―

19年12月期 △13.37 ―

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

20年12月期 8,557 △729 △8.5 △18.46

19年12月期 10,299 △552 △5.3 △13.97

（参考） 自己資本 20年12月期  △729百万円 19年12月期  △552百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、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可能
性があります。なお、業績予想に関連する事項については添付資料3、4ページを参照してください。  

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2四半期累計期間 4,400 △11.7 △150 ― △170 ― △180 ― △4.55

通期 9,200 △10.9 200 ― 150 ― 140 ― 3.54
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1. 経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、前半は米国経済の減速や原油・原材料価格の高騰や住宅着工件数激減などの影

響を受けて景気停滞が続きました。夏場以降は米国サブプライム・ローン問題による金融危機に端を発した世界同

時不況の波が直撃し、急激な株価暴落や円高を招いた結果、裾野の広い自動車産業、電機産業をはじめあらゆる産

業の景気後退が顕著となり、実体経済の不振が大きくなりました。 

フェリー業界は、燃油サーチャージ導入による顧客離れや経済環境の悪化による輸送需要の減退で厳しい状況が

続いており、沈静化したとはいえガソリン高騰によるマイカー利用の減少傾向は回復には至っておらず乗用車のフ

ェリー離れの要因となりました。 

当社グループにおきましても、このような経営環境の下、長期化が続いている燃料油価格高騰への対応並びに燃

料油価格変動調整金の導入等を踏まえた「中期経営計画」（平成 19 年度から平成 21 年度まで）の実行に全力を挙げ

ました。1 月 16 日からは株式会社ダイヤモンドフェリーと共同運航しております阪神/四国/中九州航路の配船・運

航ダイヤを見直し、両社 7 隻による上下 8 便の運航体制から 6 隻による上下 6 便の新配船に集約移行し、運航コス

トの節減に努めました。7月 8日からは、大阪の発着港を南港コスモフェリーターミナルに移転し、お客様の利便性

向上を図ると共に、近隣のアミューズメント施設等の利用が可能となりました。 

当連結会計年度の業績につきましては、上期においては国内物流関係が順調に推移しましたが、旅客・乗用車輸

送では他の交通機関との競争激化から厳しい状況が続きました。景気低迷が鮮明となった下期につきましては物

流・旅客関係共に減少となりました。この結果、当期の営業収益は 116 億 7 千 7百万円（前連結会計年度比 9.5％減）

となりました。一方、費用面では、株式会社ダイヤモンドフェリーとの共同運航を通じて航路運営の効率化を進め

ると共に、各部門で徹底したコスト削減や合理化実施を重ねました。燃料油の消費量は減船効果により前年比約 20％

減少となりましたが、燃料油価格高騰により燃料費総額では前年に比べて増加となり、大きな損益悪化要因となり

ました。経常損益は 7 億 7 千 8 百万円の損失計上を余儀なくされ、特別利益として固定資産売却益等、特別損失と

してターミナル移転に伴う資産除却や過年度役員退職慰労引当金繰入額等を計上し、当期純損失は 2 億 8 千 6 百万

円となりました。 

 

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 

（海上運送業） 

売上高は 103 億 1 千 6百万円（前連結会計年度比 8.9%減、外部顧客売上高 101 億 1 千万円）で、減船・減便によ

り大きく前連結会計年度を下回りました。費用面においては各部門にわたるコスト削減に努めましたが燃料油価格

高騰の影響を吸収できず、営業損益は前連結会計年度と比較して 5 百万円悪化の 6 億 4 千 1 百万円の営業損失とな

りました。 

 

（飲食業、商品販売業） 

主として船内での飲食業でありますが、売上高は 9 億 8 千 7 百万円（前連結会計年度比 24.5%減、外部顧客売上

高 8 億 6 千 2 百万円）で、減船や旅客輸送の低迷などにより、大きく前連結会計年度を下回りました。営業損益で

は、コスト削減等に努めましたが、前連結会計年度と比較して 3 千 2 百万円悪化の 1 千万円の営業損失となりまし

た。 

 

（その他事業） 

海運代理店業、一般貨物自動車運送業等でありますが、売上高は 9 億 6 千 9 百万円（前連結会計年度比 7.3%減、

外部顧客売上高 7 億 4 百万円）で、前連結会計年度を下回りました。営業損益ではコスト削減に努めましたが、前

連結会計年度と比較して 7千 7百万円悪化し、8千 2百万円の営業損失となりました。 

 

②次期の見通し 

景況悪化による国内輸送需要落ち込みや個人消費の低迷は当面続くものと推測され、また燃料油価格につきまし

ては、高騰は収まったものの依然として高止まりで推移しております。更に政府が進めている地方部の高速道路料

金引き下げは深刻なフェリー離れを引き起こし、当社のみならずフェリー業界に重大な影響を及ぼしかねない状況
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にあります。低環境負荷・大量輸送に適したフェリーはモーダルシフトの担い手であり公共的使命も高く、公平な

観点でフェリー業界に対しても然るべき対策を講じられますよう監督官庁への働きかけを行って参ります。 
このように当社を取り巻く経営環境は従来にも増して非常に厳しい状況にありますが、航路採算が悪化している

寄港便(阪神/四国/中九州航路)の損益改善を重点的に実施し、利益が出せる事業構造への転換に取り組んで参ります。 
 

なお、平成 21 年 12 月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 104 億円、営業利益 2 億円、経常利益 1 億 5

千万円を見込み、当期純利益については、1億 4千万円を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

資産の部は、前連結会計年度末に比べ 20 億 7百万円減少し、106 億 9 千 4百万円となりました。流動資産は売上

の減少に伴う営業未収金の減少などにより、前連結会計年度に比べ 2億 8 千 7百万円減少し、22 億 4千 4百万円と

なりました。固定資産は、主に船舶等の有形固定資産の売却により、前連結会計年度に比べ 17 億 2 千万円減少し、

84 億 4 千 9百万円となりました。 

 

 一方、負債の部は、前連結会計年度末に比べ 15 億 6 千 3 百万円減少し、98 億 7 百万円となりました。流動負債

は、営業未払金の減少などにより、前連結会計年度に比べ 15 億 8千万円減少し、26 億 8 千 2百万円となりました。

固定負債は、繰延税金負債の減少や役員退職慰労引当金の計上などにより、前連結会計年度に比べ 1 千 7 百万円増

加し、71 億 2 千 4百万円となりました。 

       

 純資産の部は、前連結会計年度に比べ、4 億 4 千 4 百万円減少し、8 億 8 千 7 百万円となりました。株主資本は、

当期純損失を計上したことにより、2億 8 千 6百万円減少し、5千 8百万円となりました。評価・換算差額等は、有

価証券の評価差額の減少 2千万円により、8百万円となりました。少数株主持分は、配当等により、1億 3 千 6 百万

円減少し、8 億 2 千万円となりました。これにより、自己資本比率は前連結会計年度に比べ 2.3%減少し、0.6%とな

りました。 

 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 1億 6 百万

円増加し、当連結会計年度末には 10 億 3 千万円となりました。 

 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により支出した資金は、10 億 1 千 1 百万円となりました。これは、税金等調整前当期純損失が 3 億 1

千 7百万円となり、減価償却費 8億 3千 9百万円を計上したものの、仕入債務の減少 12 億 3千 2 百万円等により

資金が減少したものであります。この結果、前連結会計年度に比べ 20 億 2 千 5 百万円の資金減少となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は、12 億 1 千 6 百万円となりました。これは主に、船舶等の固定資産の売却によ

る収入であり、前連結会計年度に比べ 13 億 9千 9百万円の資金増加となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により支出した資金は、9千 8 百万円となりました。これは主に、短期及び長期借入金 14 億 1 千 1 百

万円を得たものの、長期借入金の返済 14 億 3千 1百万円を支出したことや少数株主への配当の支払いによる支出

であります。この結果、前連結会計年度に比べ 10 億 4 百万円の資金増加となりました。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主への利益還元は経営上の最重要課題のひとつとして認識いたしておりますが、当面は、「修正中期経営計画」

に基づき、将来に向けての企業体質の強化を図るとともに内部留保の充実に邁進してまいります。従いまして、当

期の配当及び次期の配当予想は無配となる見込みです。 
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（4）事業等のリスク 

①経営成績について 

提出会社は、平成 16 年度において、株式会社商船三井並びに株式会社三井住友銀行を割当先とする第三者割当増

資を実施し、また、株式会社三井住友銀行による債務免除を受け、債務超過の状態を解消するとともに、平成 20

年度までの 5年間を実施期間とする「経営改善計画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対応した運賃値上げ、並

びに燃料油価格変動調整金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計画」並びに、燃料油価格の高騰が継続している

現状を踏まえた｢修正中期経営計画（平成 20 年度から平成 22 年度まで）｣を策定、実行してまいりました。 

しかしながら、他の輸送機関との競争激化に加え、当連結会計年度後半までの燃料油価格の急激な上昇を適時に

運賃へ転嫁できず、計画に比べ大幅な減益となり、当連結会計年度においても営業損失を計上し、営業損失、経常

損失、当期純損失が継続している状況にあるため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

提出会社は中九州航路の抜本的な見直しを行い、平成 20 年 1 月 16 日より㈱ダイヤモンドフェリーと 6隻 6 便体

制で共同配船を実施し、収益向上とコスト削減に取組んでおりますが、足下の燃料油価格の急激な下落を反映し、

平成 21 年 2月 12 日の取締役会において、「修正中期経営計画」の見直しを実施しております。 

今後とも、商船三井グループのフェリー会社の1社として、引続き同社の支援のもと、当該計画の着実な達成に向

け、損益基盤と財務体質の改善に努める所存です。  

しかしながら、今後の「修正中期経営計画」の成否如何によっては、会社の事業の継続に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

 

②事業活動について 

当社グループの主たる事業である海上運送業におけるトラック、旅客の輸送は、景気動向や台風の異常な襲来、

業界及び他ルートとの競合等によっては需要の縮小を招き、業績に影響を受ける可能性があります。 

この他に当社グループの事業活動において、悪影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリスクには、次のよ

うなものがあります。 

 

イ.船舶燃料油価格の変動 

当社グループの事業では、船舶運航のための燃料の調達が不可欠であります。船舶燃料油の市場価格は概ね原

油価格に連動しており、原油市場の急激な上昇は当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

ロ.船舶の運航 

当社グループは、安全運航の確保を経営の基本方針に掲げ、船員教育や訓練を充実させて事故を起こさないよ

う万全の体制をとっております。しかしながら、不慮の海難事故などにより、人的被害や当社グループの資産に

物理的被害が発生する恐れがあります。また、洋上での油濁事故等による海洋汚染が発生した場合は事業及び業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

ハ.金利の変動 

当社グループは、有利子負債の削減に努めていますが、運転資金及び設備資金は主として外部借入れにて行っ

ております。このため、変動金利で調達している資金については、金利の変動の影響を受けます。また、金利の

変動により、将来の資金調達コストが影響を受ける可能性があります。 

 

なお、上記は当社グループの事業その他に関し、予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、ここに

記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません 

 

2. 企業集団の状況 
 当社グループは、当社、子会社 7 社、関連会社 4 社及びその他の関係会社 1 社により構成され、海上運送業、飲

食業・商品販売業、その他事業（陸上運送業、海空運代理店業、旅行斡旋業）の 3 部門に関係する事業を主として

行っております。 

 各事業における当社並びに関係会社の位置づけは次のとおりであります。 

〔海上運送業〕……会社数 5社 

 当社は瀬戸内海・九州・四国一円にわたり、自動車の航送及び旅客の輸送事業を営んでおります。本事業に関す

る会社は連結子会社の播淡聯絡汽船㈱、明石フェリー㈱、明岩海峡フェリー㈱であります。 

 その他の関係会社である㈱商船三井は当社への事業資金の融資を行っております。 
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〔飲食業、商品販売業〕……会社数 2社 

 飲食業を営む連結子会社の関汽商事㈱は、主として当社の運航する船舶内で、食堂、売店、又当社各港待合所内

で売店を経営しております。 

 関連会社の明石大橋総合サービス㈱は、高速道路上のサービスエリアの運営及び通行料金収受業務等を行ってお

ります。なお、前連結会計年度において、持分法適用子会社でありました㈱ケイ・マリンズは、平成 20 年 12 月 24

日をもって清算致しました。 

 

〔その他事業〕 

 （陸上運送業）……会社数 2社 

  連結子会社の関汽運輸㈱は郵便物の陸上運送業を営んでおり、関連会社の高松エクスプレス㈱が路線バス事業

を営んでおります。 

 （海空運代理店業）……会社数 3社 

  連結子会社の㈱関汽交通社、別府ポートサービス㈱は主として当社及び関係会社の海運代理店業を営んでおり、

関連会社の高松商運㈱は海運、航空代理店業等を営んでおります。 

 （旅行斡旋業）……会社数 1社 

  関連会社のさんふらわあトラベル㈱は、国内・海外旅行斡旋業を営んでおります。 

 

〈事業系統図〉 

以上の事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

   資金の融資 
←―――― ※2.㈱商船三井 海上運送業 

      

  

海 

上 

運 

送 

業  

自動車の航送 

及び 

旅客の輸送事業 
 

役務の提供 
――――→ 

 
播淡聯絡汽船㈱ 
明石フェリー㈱ 
明岩海峡フェリー㈱ 
 
 

 
船舶貸渡業 
船舶貸渡業 
海上輸送附属施設 
賃貸業 
 

       

  

  

  

商品販売 
←―――― 
――――→ 
船内食堂委託 

関汽商事㈱ 
 

飲食業・商品販売業 
 

     

飲
食
業 
・
商
品
販
売
業 

 

飲食業・商品販売業 

  
※1.明石大橋総合 

サービス㈱ 
サービスエリアの 
運営等 

       

  

 
陸上運送業 

 

 
関汽運輸㈱ 
※1.高松エクスプレス㈱ 

陸上運送業 
路線バス事業 

      

  

 
海空運代理店業 

 

役務の提供 
←――――

㈱関汽交通社 
別府ポートサービス㈱ 
※1.高松商運㈱ 

海運代理店業 
海運代理店業 
海運・航空代理店業 

      

  

そ 

の 

他 

事 

業 

 
旅行斡旋業 

 

関

 

西

 

汽

 

船

 

㈱

 

 

 

当

 

社

 

乗船券類の発売 
←――――

※1.さんふらわあ 
トラベル（株） 

旅行斡旋業 

（注）無印：連結子会社 ※1：関連会社（持分法適用） ※2：その他の関係会社（持分法被適用） 
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3. 経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、阪神／別府航路のフェリー事業を営業基盤として、これに直結する海運・陸運の代理店業、飲

食業・商品販売業等を中心に行っております。創業以来、輸送機関としての重い使命を果たすため、安全運航の確

保を第一義に海上輸送の合理性と快適性を追求してお客様の信頼を得ることを基本といたしております。 

 

（2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社は安全運航と環境保護を徹底し、企業の社会的責任を果たすことにより公共輸送機関としての使命を果たし、

社会の発展に貢献することを企業理念としたコンプライアンス体制を確立しております。安全運航につきましては、

他社に先んじて確立し、関係先からも高い評価を受けております「運航管理マネージメント」の下、「安全管理規程」

に従って、経営トップ自らが先頭に立ち、強い意志とリーダーシップを持って全社員をリードし、お客様の生命・

財産をお預かりしているという「旅客輸送フェリー」の公共性及び安全優先の原則を全社員に徹底するとともに社

内訓練の実施や、関係先による訓練への協力等を通して、安全運航の徹底に努めております。環境保護につきまし

ては、グリーン経営認証取得並びに管理船舶全船を対象とする任意 ISM コードの取得を行っております。また、グ

ループ会社で実施しております環境目標制度に合せたエコオフィス対策として適正冷暖房の設定やコピー用紙の使

用量削減・再利用、事務用品のグリーン購入の促進等の環境対策を実施しております。 

一方で、営業面においては、燃料油価格の高騰は沈静化したものの依然高い水準を維持しており、急速な景況悪

化による国内輸送需要の落込みや個人消費の低迷に加え、他の輸送機関との競争激化により、当社を取り巻く経営

環境は更に厳しい状況となることが予測されます。 

このような状況の中、安全運航の堅持と顧客満足度向上への不断の努力による増客・増収はもとより、6 隻 6 便

による新配船体制のもとでのサービスおよび効率化の促進と前述の「修正中期経営計画」を確実に実行することに

より、収益向上とコスト削減を図り、厳しい経営環境においても収益を維持できる黒字体質の確立に取組んでまい

ります。 
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4.連結財務諸表 
（1）連結損益計算書  

  

前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 

対前年 

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.海運業収益及びその他役務収益  11,752 10,815   

2.商品売上高  1,147 12,900 100.0 862 11,677 100.0 △1,222

Ⅱ 売上原価    

1.海運業費用及びその他役務原価  11,382 10,402   

2.商品売上原価  914 12,297 95.3 711 11,113 95.2 △1,183

  売上総利益  603 4.7 564 4.8 △38

Ⅲ 一般管理費    

1.役員報酬及び従業員給与  524 514   

2.減価償却費  43 57   

3.退職給付引当金繰入額  87 123   

4.資産維持費  85 85   

5.その他  467 1,208 9.4 503 1,283 11.0 75

  営業損失  605 4.7 719 6.2 114

Ⅳ 営業外収益    

1.受取利息  2 4   

2.受取配当金  7 7   

3.持分法投資利益  14 －   

4.業務分担金  6 6   

5.助成金収入  － 11   

6.その他  27 58 0.4 30 60 0.5 1

Ⅴ 営業外費用    

1.支払利息  128 105   

2.持分法投資損失  － 5   

3.その他  8 137 1.0 9 120 1.0 △17

  経常損失  684 5.3 778 6.7 94

Ⅵ 特別利益    

1.固定資産売却益 ※1 － 706   

2.債務免除益  46 －   

3.投資有価証券売却益  3 49 0.4 － 706 6.0 656

Ⅶ 特別損失    

1.役員退職慰労引当金繰入額  － 102   

2.貸倒引当金繰入額  － 78   

3.固定資産除却損 ※2 － 63   

4.立退料等  29 －   

5.投資有価証券評価損  7 36 0.3 － 244 2.0 207

税金等調整前当期純損失  671 5.2 317 2.7 △354

法人税、住民税及び事業税  11 136   

法人税等調整額  △20 △8 △0.1 △109 26 △0.2 34

少数株主損失  23 0.2 57 0.5 33

当期純損失  639 4.9 286 2.4 △352
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（2）連結株主資本等変動計算書 
 

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

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

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

土地 

再評価 

差額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

少数株
主持分

純資産
合計 

平成18年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △383 △1 984 18 12 31 1,098 2,114

連結会計年度中の変動額    

  当期純損失 － △639 － △639 － － － － △639

  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） 
－ － － － △2 － △2 △141 △143

連結会計年度中の変動額 

合計   （百万円） 
－ △639 △0 △639 △2 － △2 △141 △782

平成19年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △1,022 △1 345 16 12 28 957 1,331

  

 

当連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 
  

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

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

土地 

再評価 

差額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

少数株
主持分

純資産
合計 

平成19年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △1,022 △1 345 16 12 28 957 1,331

連結会計年度中の変動額    

  当期純損失 － △286 － △286 － － － － △286

  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） 
－ － － － △20 － △20 △136 △157

連結会計年度中の変動額 

合計   （百万円） 
－ △286 △0 △286 △20 － △20 △136 △444

平成20年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △1,309 △1 58 △4 12 8 820 887
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（3）連結貸借対照表 

 

 

前連結会計年度 

（平成19年12月31日現在）

当連結会計年度 

（平成20年12月31日現在） 

対前年 

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  926 1,033  

2.受取手形及び営業未収金 
※3 
※5 1,146 876  

3.たな卸資産  144 115  

4.その他  318 247  

5.貸倒引当金  △4 △27  

流動資産合計  2,531 19.9 2,244 21.0 △287

Ⅱ 固定資産    

1.有形固定資産 ※2   

（1）船舶 ※3 7,432 5,431  

（2）建物及び構築物 ※3 292 588  

（3）機械装置及び車両運搬具  52 43  

（4）器具及び備品  17 16  

（5）土地 ※6 1,170 1,170  

（6）建設仮勘定  3 1  

有形固定資産合計  8,968 70.6 7,251 67.8 △1,716

2.無形固定資産    

（1）公共施設利用権  223 291  

（2）その他  117 51  

無形固定資産合計  341 2.7 343 3.2 2

3.投資その他の資産    

（1）投資有価証券 
※1 
※3 533 494  

（2）長期貸付金  142 143  

（3）その他長期資産 ※3 188 318  

（4）貸倒引当金  △3 △102  

投資その他の資産合計  860 6.8 854 8.0 △5

固定資産合計  10,170 80.1 8,449 79.0 △1,720

資産合計  12,702 100.0 10,694 100.0 △2,007
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関西汽船㈱ （9152） 平成20年12月期決算短信 

- 11 - 

 

  

前連結会計年度 

（平成19年12月31日現在）

当連結会計年度 

（平成20年12月31日現在） 

対前年 

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.営業未払金  2,109 876  

2.短期借入金 ※3 － 603  

3.一年以内返済の長期借入金 ※3 1,388 735  

4.未払法人税等  17 137  

5.その他  748 329  

流動負債合計  4,263 33.6 2,682 25.1 △1,580

Ⅱ 固定負債    

1.長期借入金 ※3 5,996 6,025  

2.土地再評価に係る繰延税金 

 負債 
※6 9 9  

3.繰延税金負債  112 0  

4.引当金    

（1）退職給付引当金  948 959   

（2）役員退職慰労引当金  － 85   

（3）特別修繕引当金  5 953 2 1,047  

5.その他  34 41  

固定負債合計  7,107 55.9 7,124 66.6 17

負債合計  11,370 89.5 9,807 91.7 △1,563

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1.資本金  1,368 10.8 1,368 12.8 －

2.利益剰余金  △1,022 △8.0 △1,309 △12.3 △286

3.自己株式  △1 △0.0 △1 △0.0 △0

  株主資本合計  345 2.8 58 0.5 △286

Ⅱ 評価・換算差額等    

1.その他有価証券評価差額金  16 0.1 △4 0.0 △20

2.土地再評価差額金 ※6 12 0.1 12 0.1 －

  評価・換算差額等合計  28 0.2 8 0.1 △20

Ⅲ 少数株主持分  957 7.5 820 7.7 △136

純資産合計  1,331 10.5 887 8.3 △444

負債純資産合計  12,702 100.0 10,694 100.0 △2,007
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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19年１月１日 

至 平成19年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

対前年 

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－     

税金等調整前当期純損失  △671 △317  

減価償却費  1,033 839  

持分法による投資損益（益：△）  △14 5  

債務免除益  △46 －  

投資有価証券売却益  △3 －  

投資有価証券評価損  7 －  

固定資産売却益  － △706  

固定資産売却損  0 －  

固定資産除却損  － 63  

貸倒引当金の増加額  5 121  

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △90 10  

役員退職慰労引当金の増加額  － 85  

特別修繕引当金の減少額  △1 △3  

受取利息及び受取配当金  △9 △12  

支払利息  128 105  

売上債権の増減額（増加：△）  △1 269  

たな卸資産の増減額（増加：△）  △25 29  

仕入債務の増減額（減少：△）  606 △1,232  

未払消費税等の減少額  △1 △41  

その他  224 △123  

小計  1,140 △905  

利息及び配当金の受取額  12 14  

利息の支払額  △127 △105  

法人税等の支払額  △11 △15  

営業活動によるキャッシュ・フロ－  1,013 △1,011 △2,025 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－     

債券の償還による収入  0 －  

有形固定資産の取得による支出  △188 △807  

有形固定資産の売却による収入  1 2,013  

無形固定資産の取得による支出  △2 △107  

無形固定資産の売却による収入  － 120  

投資有価証券の取得による支出  △10 －  

投資有価証券の売却による収入  21 －  

持分法適用会社の清算による収入  － 2  

ゴルフ会員権の売却による収入  － 2  

貸付による支出  △33 △24  

貸付金の回収による収入  29 17  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △182 1,216 1,399 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ－     

短期借入金の純増額  － 603  

長期借入による収入  612 808  

長期借入金の返済による支出  △1,598 △1,431  

少数株主への配当金の支払額  △116 △77  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,103 △98 1,004 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △272 106 378 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,196 924 △272 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 924 1,030 106 
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 

提出会社は、平成16年度において、株式会社商船三

井並びに株式会社三井住友銀行を割当先とする第三者

割当増資を実施し、また、株式会社三井住友銀行によ

る債務免除を受け、債務超過の状態を解消するととも

に、平成20年度までの5年間を実施期間とする「経営改

善計画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対応した

運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調整金の導入等の

施策を織込んだ「修正改善計画」並びに、燃料油価格

の高騰が継続している現状を踏まえた｢中期経営計画

（平成19年度から平成21年度まで）｣を策定、実行して

きました。  

しかしながら、他の輸送機関との競争激化により予

想ほど運賃収入が伸びず、また燃料油価格の予想以上

の高騰により計画に比べ大幅な減益となり、当連結会

計年度においても営業損失を計上し、営業損失、経常

損失、当期純損失が継続している状況にあるため、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。  

提出会社は、株式会社ダイヤモンドフェリーと7隻8

便で共同運営してきた中九州航路の抜本的な見直しを

行い、平成20年1月16日より同社との共同配船による6

隻6便体制への移行を実施し、収益向上とコスト削減を

図ることにより、厳しい経営環境においても収益を維

持できる黒字体質の確立に取組んでいきます。この取

組みを前提に、平成20年2月13日開催の取締役会におい

て、「中期経営計画」を一部修正した「修正中期経営

計画」を策定しており、商船三井グループのフェリー

会社の1社として、引続き同社の支援のもと、当該計画

の着実な達成に向け、損益基盤と財務体質の改善に努

める所存です。  

 

 

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。 

 

 

提出会社は、平成16年度において、株式会社商船三井

並びに株式会社三井住友銀行を割当先とする第三者割

当増資を実施し、また、株式会社三井住友銀行による

債務免除を受け、債務超過の状態を解消するととも

に、平成20年度までの5年間を実施期間とする「経営改

善計画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対応した

運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調整金の導入等の

施策を織込んだ「修正改善計画」並びに、燃料油価格

の高騰が継続している現状を踏まえた｢修正中期経営計

画（平成20年度から平成22年度まで）｣を策定、実行し

てきました。 

しかしながら、他の輸送機関との競争激化に加え、当

年度後半までの燃料油価格の急激な上昇を適時に運賃

へ転嫁できず、計画に比べ大幅な減益となり、当連結

会計年度においても営業損失を計上し、営業損失、経

常損失、当期純損失が継続している状況にあるため、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していま

す。  

提出会社は中九州航路の抜本的な見直しを行い、平成

20年1月16日より㈱ダイヤモンドフェリーと6隻6便体制

で共同配船を実施し、収益向上とコスト削減に取組ん

でおりますが、足下の燃料油価格の急激な下落を反映

し、平成21年2月12日の取締役会において、「修正中期

経営計画」の見直しを実施しております。 

今後とも、商船三井グループのフェリー会社の1社と

して、引続き同社の支援のもと、当該計画の着実な達

成に向け、損益基盤と財務体質の改善に努める所存で

す。 

 

 

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。 
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（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 

1．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数   ７社 
連結子会社名 
関汽商事㈱、㈱関汽交通社、関汽運輸㈱、 
別府ポートサービス㈱、播淡聯絡汽船㈱、 
明岩海峡フェリー㈱、明石フェリー㈱ 

 

前連結会計年度において連結子会社でありまし

た明淡高速船㈱は、会社清算結了により連結子会

社から除外しております。 

 

 

1．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数   ７社 
連結子会社名 
関汽商事㈱、㈱関汽交通社、関汽運輸㈱、 
別府ポートサービス㈱、播淡聯絡汽船㈱、 
明岩海峡フェリー㈱、明石フェリー㈱ 

 

 

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社…㈱ケイ・マリンズ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及

び利益剰余金は、いずれも少額であり、全体とし

ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため連結の範囲から除外しております。 

 

（2）非連結子会社の名称等 

 

前連結会計年度において非連結子会社でありまし

た㈱ケイ・マリンズは、当連結会計年度において会

社清算結了しております。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した非連結子会社 １社 

 子会社名   ㈱ケイ・マリンズ 

（2）持分法を適用した関連会社   ４社 

 関連会社名  高松商運㈱ 

        明石大橋総合サービス㈱ 

        高松エクスプレス㈱ 

        さんふらわあトラベル㈱ 

当連結会計年度において、さんふらわあトラベ

ル㈱に出資し、持分法適用関連会社としました。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した関連会社   ４社 

 関連会社名  高松商運㈱ 

        明石大橋総合サービス㈱ 

        高松エクスプレス㈱ 

        さんふらわあトラベル㈱ 

 

前連結会計年度において持分法適用非連結子会社

でありました㈱ケイ・マリンズは、会社清算結了に

より持分法の適用から除外しております。 

 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は12月31日であり、連結財務

諸表提出会社と一致しております。 

 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同  左 

  

4．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算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、 

売却原価は移動平均法） 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

②たな卸資産（貯蔵品） 

  

4．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

 

同  左 

 

 

 

 

②たな卸資産（貯蔵品） 

 イ．評価基準… 

 ロ．評価方法… 

原価基準 

燃料油は最終仕入原価法、その

他の貯蔵品は主として個別法 

  

同  左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 イ．船舶：定額法 

   なお、耐用年数は18年であります。 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

  

同  左 

 ロ．その他の有形固定資産：定率法 

   但し、平成10年4月1日以降取得の建物について

は、定額法を採用しております。 

   また、建物については、平成10年度の税制改正

により耐用年数の短縮が行われておりますが、

改正前の耐用年数を継続して適用しておりま

す。 

   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建物及び構築物     3～65年 

    機械装置及び車両運搬具 2～17年 

  

  

    

 

 

  

 

 

 

―――――― 

（追加情報） 

当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、

平成19年3月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失がそれぞれ30百万円増加しており

ます。 

 

②少額減価償却資産… 取得価額が10万円以上20万円

未満の減価償却資産について

は、法人税法の規定に基づく

3年均等償却法を採用してお

ります。 

  

②少額減価償却資産… 同  左 

③無形固定資産………定額法 

なお、ソフトウェアについて

は社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法によ

って償却しております。 

  

③無形固定資産…… 同  左 

  

（3）重要な引当金の計上基準 

  

（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金  ： 債権の貸倒に備えるため、一般

債権については貸倒実績率によ

り、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。 

①貸倒引当金  ： 同  左 

②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（簡便法）及び年

金資産に基づき計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費

用処理しております。 

②退職給付引当金： 同  左 
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前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 

 

―――――― 

③役員退職慰労引当金： 役員の退職慰労金の支払

に備えるため、役員に対

する退職慰労金の支給見

積額のうち、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。 

 

③特別修繕引当金： 船舶安全法による船舶の定期

検査工事費用の支出に充てる

ため、将来の修繕見積額に基

づき計上しております。 

  

④特別修繕引当金： 同  左 

（4）収益及び費用の計上基準 

貨物運賃並びに自動車航送運賃は積切時、船客運

賃は乗船時に収益に計上しており、又、運航費はこ

れに対応して貨物、自動車の揚切時及び船客の下船

時までのものを計上し、船費並びに借船料は発生主

義により計上しております。 

  

（4）収益及び費用の計上基準 

同  左 

 

（5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

によっております。 

  

（5）重要なリース取引の処理方法 

同  左 

 

（6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。 

（6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

同  左 

  

5．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。 

 

  

5．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同  左 

6．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、5年間の

均等償却を行っております。但し、のれん及び負の

のれんの金額が僅少である場合は、発生時の損益と

して処理しております。 

 

6．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同  左 

7．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出可能な

預金及び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取得日から3ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっており

ます。 

 

7．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同  左 
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（7）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19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20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、法人税法の改正に伴い、平成

19 年 4 月 1 日以降に取得した資産については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であり

ます。 

 

 

 

―――――――― 

 

 

 

 

―――――――― 

 

（役員退職慰労引当金） 

当社及び連結子会社では、役員退職慰労金を、従来支

出時の費用として処理しておりましたが、改正後の「租

税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第

42号）を適用し、当連結会計年度より期末日において発

生していると認められる額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べ、一般管理費が18百万

円、特別損失が102百万円それぞれ増加し、経常損失は

18百万円、税金等調整前純損失は121百万円それぞれ増

加しております。 
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（8）連結財務諸表に関する注記事項 

 
（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

――――― ※1．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

    船舶 679百万円  

    車両運搬具 24百万円  

    その他 2百万円  

  

――――― ※2．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    建物及び構築物 59百万円  

    その他 3百万円  

  

 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20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 

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 

発行済株式 自己株式 

（普通株式） （普通株式）

 

（株） （株） 

前連結会計年度末株式数 39,531,200 4,901

当連結会計年度増加株式数 － 70

当連結会計年度減少株式数 － －

当連結会計年度末株式数 39,531,200 4,971

発行済株式 自己株式 

（普通株式） （普通株式）

 

（株） （株） 

前連結会計年度末株式数 39,531,200 4,971

当連結会計年度増加株式数 － 560

当連結会計年度減少株式数 － －

当連結会計年度末株式数 39,531,200 5,531

 自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるもの

であります。 

 自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるもの

であります。 
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（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年12月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成20年12月31日現在） 
  

※1．各科目に含まれている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。 

 

※1．各科目に含まれている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） 375 百万円  投資有価証券（株式） 344 百万円

 
※2．有形固定資産の減価償却累計額 

  
※2．有形固定資産の減価償却累計額 

 16,626 百万円 12,278 百万円

※3．担保資産及び担保付債務 
（1）担保に供している資産 

※3．担保資産及び担保付債務 
（1）担保に供している資産 

 受取手形 33 百万円  受取手形 32 百万円

 船舶 7,036 百万円  船舶 5,408 百万円

 建物 95 百万円  建物 90 百万円

 投資有価証券 64 百万円  投資有価証券 54 百万円

 その他長期資産 6 百万円  その他長期資産 6 百万円

 合計 7,235 百万円  合計 5,593 百万円

    
（2）担保付債務 （2）担保付債務 

   短期借入金 603 百万円

 一年以内返済の長期借入金 1,388 百万円  一年以内返済の長期借入金 735 百万円

 長期借入金 5,976 百万円  長期借入金 6,025 百万円

 合計 7,365 百万円  合計 7,364 百万円

  
 4.保証債務 

――――― 神戸フェリーバス㈱のリース契約による支払債
務62百万円に対し、当社を含め2社にて保証を行っ
ております。 
また、さんふらわあトラベル(株)の仕入債務に
つき、極度額3百万円の保証を行っております。 

 
※5．連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度末日は金融機関の休日であり
ましたが、満期日に決済が行われたものとして処
理しております。当連結会計年度末日満期手形は
次のとおりであります。 

 
※5．連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度末日は金融機関の休日であり
ましたが、満期日に決済が行われたものとして処
理しております。当連結会計年度末日満期手形は
次のとおりであります。 

 受取手形 16 百万円  受取手形 14 百万円

 
※6．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税
金相当額を「土地再評価に係る繰延税金負債」と
して負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し
ております。 
 再評価を行った日  平成13年12月31日 
 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年
3月31日公布政令第119号）第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づいて算出してお
ります。 
同法律第10条に定める再評価を行った事業用
土地の当連結会計年度末における時価の合計
額から当該事業用土地の再評価後の帳簿価額
の合計額を控除した差額   △6百万円 

 

 
※6．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税
金相当額を「土地再評価に係る繰延税金負債」と
して負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し
ております。 
 再評価を行った日  平成13年12月31日 
 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年
3月31日公布政令第119号）第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づいて算出してお
ります。 
同法律第10条に定める再評価を行った事業用
土地の当連結会計年度末における時価の合計
額から当該事業用土地の再評価後の帳簿価額
の合計額を控除した差額    △6百万円 
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（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19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

  

1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 （平成19年12月31日現在） （平成20年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 926百万円 現金及び預金勘定 1,033百万円 

預金期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△2百万円

預金期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△2百万円

 現金及び現金同等物 924百万円 現金及び現金同等物 1,030百万円 
 
    

 

 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 

1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 

機械装置 
及び 

車両運搬具 
（百万円） 

器具 
及び備品 
（百万円） 

その他 
（百万円）

合計 
（百万円）

取得価額 
相当額 7 112 29 149 

減価償却 
累計額 
相当額 

1 54 2 58 

期末残高 
相当額 6 57 26 90 

 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

機械装置
及び 

車両運搬具
（百万円）

器具 
及び備品 
（百万円）

その他 
（百万円）

合計 
（百万円）

取得価額 
相当額 11 112 29 153 

減価償却 
累計額 
相当額 

3 73 8 85 

期末残高 
相当額 7 39 20 67 

 
 

2.未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内 26 百万円

1 年 超 63 百万円

合  計 90 百万円 

 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内 27 百万円

1 年 超 40 百万円

合  計 67 百万円 
 なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 
  

 なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 
  

3.支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 22 百万円

減価償却費相当額 22 百万円 

 
(3)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 26 百万円

減価償却費相当額 26 百万円 
  

4.減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

  

  

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同  左 
  

 

 

2.オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

1 年 内 155 百万円

1 年 超 1,267 百万円

合  計 1,423 百万円 
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（有価証券関係） 

 

前連結会計年度（平成19年12月31日現在） 

 1．その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

差 額 

（百万円） 

（1）株 式 5 13 8 連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 小 計 5 13 8 

（1）株 式 － － － 連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 小 計 － － － 

合   計 5 13 8 

  
 2．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
  

 連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

     その他有価証券  

        非上場株式 144 
  
 3．当連結会計年度中に売却したその他有価証券  

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

21 3 － 

  
  

当連結会計年度（平成20年12月31日現在） 

 1．その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

差 額 

（百万円） 

（1）株 式 3 4 1 連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 小 計 3 4 1 

（1）株 式 1 0 0 連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 小 計 1 0 0 

合   計 5 5 0 

  
 2．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
  

 連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

     その他有価証券  

        非上場株式 144 

 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

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

       当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

     当連結会計年度（自 平成20年１月1日 至 平成20年12月31日） 

       当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（平成19年12月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成20年12月31日現在） 

  

1．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、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

おります。なお、適格退職年金制度は平成５年12月

から採用しておりますが、平成７年12月から適格退

職年金からの支給割合を50％相当額から65％相当額

に変更しております。 

  

1．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、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

おります。なお、適格退職年金制度は平成５年12月

から採用しておりますが、平成７年12月から適格退

職年金からの支給割合を50％相当額から65％相当額

に変更しております。 

なお、平成17年3月より海上従業員に係る適格退

職年金制度を廃止し、退職一時金制度に100％移行

しております。 

なお、平成17年3月より海上従業員に係る適格退職

年金制度を廃止し、退職一時金制度に100％移行して

おります。 

    

（1）退職一時金制度 設定時期 （1）退職一時金制度 設定時期 

  当社及び連結子会社（5社） 会社設立時等   当社及び連結子会社（5社） 会社設立時等

（2）適格退職年金制度 設定時期 （2）適格退職年金制度 設定時期 

  当社 平成5年12月   当社 平成5年12月

    

2．退職給付債務等の内容 2．退職給付債務等の内容 

（1）退職給付債務及びその内訳 （1）退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 △1,681 百万円 退職給付債務 △1,541 百万円

年金資産 41 百万円 年金資産 31 百万円

未積立退職給付債務 △1,640 百万円 未積立退職給付債務 △1,510 百万円

会計基準変更時差異の未処理額 692 百万円 会計基準変更時差異の未処理額 550 百万円

退職給付引当金 △948 百万円 退職給付引当金 △959 百万円

     

（2）退職給付費用の内訳  （2）退職給付費用の内訳  

勤務費用 146 百万円 勤務費用 114 百万円

会計基準変更時差異の 

       費用処理額 
86 百万円

会計基準変更時差異の 

       費用処理額 
141 百万円

退職給付費用 232 百万円 退職給付費用 256 百万円

  

（3）退職給付債務等の計算基礎 

退職給付債務の計算は簡便法によっており、

在籍者については期末自己都合要支給額を、年

金受給者については直近の年金財政計算上の責

任準備金をもって、退職給付債務とする方法に

よっております。 

また、会計基準変更時差異については15年で

処理しております。 

  

  

（3）退職給付債務等の計算基礎 

 

      同  左  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関西汽船㈱ （9152） 平成20年12月期決算短信 

- 23 - 

（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

 当社及び連結子会社は、ストック・オプション等を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

    

当連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

    当社及び連結子会社は、ストック・オプション等を全く行っておりませんので、該当事項はありません 

 

 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成19年12月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成20年12月31日現在） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

1．繰延税金資産及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  繰延税金資産  

 退職給付引当金繰入限度超過額 382 百万円  退職給付引当金繰入限度超過額 386 百万円 

 投資有価証券評価損自己否認額 90 百万円  投資有価証券評価損自己否認額 95 百万円 

 ゴルフ会員権評価損自己否認額 64 百万円  ゴルフ会員権評価損自己否認額 18 百万円 

 繰越欠損金 1,078 百万円  繰越欠損金 1,405 百万円 

 その他 272 百万円  その他 77 百万円 

    繰延税金資産小計 1,888 百万円     繰延税金資産小計 1,983 百万円 

 評価性引当額 △1,888 百万円  評価性引当額 △1,983 百万円 

    繰延税金資産合計 － 百万円     繰延税金資産合計 － 百万円 

      

繰延税金負債 繰延税金負債 

 圧縮記帳準備金 109 百万円  土地再評価益評価差額 9 百万円 

 土地再評価益評価差額 9 百万円  その他有価証券評価益評価差額 0 百万円 

 その他有価証券評価益評価差額 3 百万円     繰延税金負債合計 9 百万円 

    繰延税金負債合計 122 百万円     繰延税金負債の純額 9 百万円 

    繰延税金負債の純額 122 百万円    

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

 固定負債 土地再評価に係る 

     繰延税金負債 
9 百万円 

 固定負債 土地再評価に係る 

     繰延税金負債 
9 百万円 

 固定負債 繰延税金負債 112 百万円  固定負債 繰延税金負債 0 百万円 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載

しておりません。 

同   左 
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（セグメント情報） 

 ①事業の種類別セグメント情報 

 

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

  
海上運送業

（百万円）

飲食業・
商品販売業
（百万円）

その他事業

（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 11,029 1,147 722 12,900 － 12,900

（2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
293 160 323 777 (777) －

計 11,322 1,308 1,046 13,677 (777) 12,900

  営業費用 11,958 1,286 1,052 14,297 (791) 13,505

  営業損（△）益 △636 22 △5 △619 (△14) △605

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 12,379 558 640 13,579 (876) 12,702

  減価償却費 1,004 4 24 1,033 － 1,033

  資本的支出 250 3 2 256 － 256

 

  

 当連結会計年度（自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日） 
  

  
海上運送業

（百万円）

飲食業・
商品販売業
（百万円）

その他事業
（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 10,110 862 704 11,677 － 11,677

（2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
205 124 265 595 (595) －

計 10,316 987 969 12,273 (595) 11,677

  営業費用 10,958 997 1,052 13,008 (610) 12,397

  営業損（△）益 △641 △10 △82 △734 (△15) △719

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 9,867 411 570 10,849 (155) 10,694

  減価償却費 812 5 21 839 － 839

  資本的支出 813 19 22 855 － 855

 

（注）1．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業 

役務提供の性格及び販売物を勘案し、類似性のあるものを各々の事業区分にとりまとめております。 

また、これらの事業区分に属する主要な事業は次のとおりであります。 

事業区分 主要な事業 

海上運送業 自動車航送事業、旅客輸送事業、海上輸送附属施設賃貸業、船舶貸渡業 

飲食業・商品販売業 飲食業、商品販売業 

その他事業 陸上運送業、海空運代理店業、旅行斡旋業 

2．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ありません。 

3．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ありません。 

 

 

 ②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おいて、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店

がないため該当事項はありません。 

   

 ③海外売上高 

    前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

 

 前連結会計年度（自 平成19年1月1日  至 平成19年12月31日） 

   1.親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

（百万円） 

事業の

内容 

議決権

等の被

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）

一年内返
済の長期
借入金 

1,272 
資金の

借入 

 

支払利息

612 

 

 

82 
長期 

借入金 
5,733 

その他

の関係

会社 

㈱商船

三井 

大阪市

北区 
64,915 

海上 

運送業

（直接）

36.64

（間接）

0.72 

転籍 

４名 

 

資金の

借入

担保の

提供 
7,005 － － 

  （注）1.資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

     2.担保の提供については、㈱商船三井からの借入金の担保として差入れているものであります。 

 

   2.兄弟会社等 
関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

（百万円） 

事業の

内容

議決権

等の被

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）

その他

の関係

会社の

子会社 

商船三

井テク

ノトレ

ード㈱ 

東京都

千代田

区 

490 
商品販

売業
0.06 － 

燃料及

び部品

の購入

燃料及 

び部品 

の購入 

2,847 
営業 

未払金 
1,598 

  （注）1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

     2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

       市場の実勢価格を参考にして、交渉の上決定しております。 

 

 

 当連結会計年度（自 平成20年1月1日  至 平成20年12月31日） 

   1.親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

（百万円） 

事業の

内容 

議決権

等の被

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 
借入金 

603 

一年内返
済の長期
借入金 

668 

資金の

借入 

 

支払利息

1,411 

 

 

97 長期 

借入金 
5,849 

その他

の関係

会社 

㈱商船

三井 

大阪市

北区 
64,915 

海上 

運送業

（直接）

36.64

（間接）

0.72 

転籍 

４名 

 

資金の

借入

担保の

提供 
7,120 － － 

  （注）1.資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

     2.担保の提供については、㈱商船三井からの借入金の担保として差入れているものであります。 

 

   2.兄弟会社等 
関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金 

（百万円） 

事業の

内容

議決権

等の被

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）

その他

の関係

会社の

子会社 

 

商船三井

テクノト

レード㈱ 

東京都

千代田

区 

490 
商品販

売業
0.06 － 

燃料及

び部品

の購入

燃料及 

び部品 

の購入 

2,794 
営業 

未払金 
530 

  （注）1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

     2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

       市場の実勢価格を参考にして、交渉の上決定しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 
  

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失 

9.47 円 

16.17 円 

  

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失 

1.68 円 

7.26 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

  

（注1）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日）

当期純損失 （百万円） 639 286 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 

普通株式に係る当期純損失 （百万円） 639 286 

期中平均株式数 （千株） 39,526 39,525 

 

（注2）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日）

純資産の部の合計額 （百万円） 1,331 887 

純資産の部の合計額から控除する金額   

 少数株主持分 （百万円） 957 820 

普通株式に係る期末の純資産額 （百万円） 374 66 

期末の普通株式の数 （千株） 39,526 39,525 

 

 

（重要な後発事象） 

 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

（固定資産の譲渡等） 

中九州航路の運航体制変更に伴い、提出会社は、平成

20年1月25日開催の取締役会において余剰船舶の売却を

決議し、平成20年1月28日付で、「ブルーダイヤモン

ド」の売却契約を締結いたしました。なお、運行体制の

変更に先立ち、当社所有の「さんふらわあこがね」と株

式会社ダイヤモンドフェリー所有の「ブルーダイヤモン

ド」の交換を実施しており、平成20年12月期決算におい

ては、当該交換差額、及び、船舶の帳簿価額と売却価額

の差額から諸経費を控除した約646百万円を特別利益に

計上する見込みであります。 

なお、運航体制の変更に伴い、港湾設備の除却等を予

定しており、約60百万円を特別損失に計上する見込みで

あります。 

―――――― 
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5.個別財務諸表 
 （1）損益計算書 

  

第96期 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第97期 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

対前年 

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  10,823 9,936  

2.その他海運業収益  453 336  

海運業収益合計  11,276 99.7 10,273 99.5 △1,003

Ⅱ 海運業費用    

1.運航費  7,222 6,698  

2.船費  3,509 3,065  

3.借船料  131 142  

4.その他海運業費用  87 10  

海運業費用合計  10,949 96.8 9,918 96.1 △1,031

海運業利益  326 2.9 355 3.4 28

Ⅲ その他事業収益    

陸上運送業収益  35 0.3 48 0.5 12

Ⅳ その他事業費用    

陸上運送業費用  34 0.3 42 0.4 8

その他事業利益  1 0.0 5 0.1 4

営業総利益  327 2.9 360 3.5 33

Ⅴ 一般管理費 ※1 919 8.1 1,030 10.0 111

営業損失  591 5.2 669 6.5 77

Ⅵ 営業外収益 ※2   

1.受取利息  13 6  

2.受取配当金  134 32  

3.業務分担金  40 38  

4.助成金収入  － 11  

5.その他営業外収益  15 22  

営業外収益合計  203 1.8 111 1.1 △92

Ⅶ 営業外費用 ※3   

1.支払利息  129 105  

2.その他営業外費用  3 3  

営業外費用合計  133 1.2 109 1.1 △23

経常損失  521 4.6 668 6.5 146

Ⅷ 特別利益    

1.固定資産売却益  － 674  

2.投資有価証券売却益  3 －  

特別利益合計  3 0.0 674 6.5 671

Ⅸ 特別損失    

1.貸倒引当金繰入額  － 78  

2.固定資産除却損  － 62  

3.過年度役員退職慰労 

引当金繰入額 
 － 20  

4.関係会社株式評価損  － 13  

5.投資有価証券評価損  2 －  

特別損失合計  2 0.0 175 1.6 173

税引前当期純損失  520 4.6 169 1.6 △351

法人税、住民税及び事業税  8 0.1 7 0.1 △0

当期純損失  528 4.7 176 1.7 △352
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(2)株主資本等変動計算書 

 

 第96期（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 
  

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰
余金 

その他利
益剰余金

 
資本金 

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

土地 
再評価 
差額金 

評価・ 
換算差 
額等合 
計 

純資産
合計 

平成18年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △1,404 △1 △37 0 12 13 △23

事業年度中の変動額    

  当期純損失 － △528 － △528 － － － △528

  自己株式の取得 － － △0 △0 － － － △0

株主資本以外の項目の事業 

年度中の変動額（純額） 
－ － － － △0 － △0 △0

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ △528 △0 △528 △0 － △0 △528

平成19年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △1,933 △1 △565 0 12 13 △552

 

 

第97期（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 
  

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰
余金 

その他利
益剰余金

 
資本金 

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

土地 
再評価 
差額金 

評価・ 
換算差 
額等合 
計 

純資産
合計 

平成19年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △1,933 △1 △565 0 12 13 △552

事業年度中の変動額    

  当期純損失 － △176 － △176 － － － △176

  自己株式の取得 － － △0 △0 － － － △0

株主資本以外の項目の事業 

年度中の変動額（純額） 
－ － － － △0 － △0 △0

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ △176 △0 △176 △0 － △0 △177

平成20年12月31日残高 

（百万円） 
1,368 △2,109 △1 △742 △0 12 12 △729
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（3）貸借対照表 

  

第96期 

（平成19年12月31日現在） 

第97期 

（平成20年12月31日現在） 

対前年 

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  438 412  

2.受取手形 
※4 
※6 60 47  

3.海運業未収金 ※1 936 735  

4.その他事業未収金  46 4  

5.短期貸付金 ※1 447 51  

6.立替金 ※1 29 3  

7.貯蔵品  110 84  

8.前払費用  25 29  

9.代理店債権 ※1 40 23  

10.その他 ※1 71 74  

11.貸倒引当金  △1 △23  

流動資産合計  2,204 21.4 1,443 16.9 △760

Ⅱ 固定資産    

1.有形固定資産 ※2   

（1）船舶 ※4 7,168 5,506  

（2）建物 ※4 112 375  

（3）構築物  81 155  

（4）機械装置  9 7  

（5）車両運搬具  0 0  

（6）器具及び備品  9 7  

（7）土地 ※3 22 22  

（8）建設仮勘定  2 0  

有形固定資産合計  7,407 71.9 6,075 71.0 △1,332

2.無形固定資産    

（1）公共施設利用権  223 291  

（2）その他  60 48  

無形固定資産合計  283 2.8 340 4.0 56

3.投資その他の資産    

（1）投資有価証券  135 134  

（2）関係会社株式 ※4 420 349  

（3）出資金  9 9  

（4）従業員長期貸付金  128 132  

（5）関係会社長期貸付金  368 71  

（6）長期前払費用  0 0  

（7）破産・更生債権等  8 104  

（8）敷金  － 100  

（9）その他長期資産 ※4 71 6  

(10) 貸倒引当金  △740 △210  

投資その他の資産合計  403 3.9 697 8.1 294

固定資産合計  8,095 78.6 7,113 83.1 △981

資産合計  10,299 100.0 8,557 100.0 △1,742
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第96期 

（平成19年12月31日現在） 

第97期 

（平成20年12月31日現在） 

対前年 

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.海運業未払金  1,949 752  

2.その他事業未払金  5 6  

3.関係会社短期借入金 ※4 － 603  

4.一年以内返済の 

長期借入金 
※4 116 67  

5.一年以内返済の 

関係会社長期借入金 
※4 1,272 668  

6.未払金  101 38  

7.未払費用  98 87  

8.未払法人税等  14 9  

9.未払消費税等  12 －  

10.前受金  32 19  

11.預り金  40 43  

12.代理店債務  24 26  

13.仮受金  282 －  

14.その他  1 22  

流動負債合計  3,951 38.3 2,345 27.4 △1,606

Ⅱ 固定負債    

1.長期借入金 ※4 243 175  

2.関係会社長期借入金 ※4 5,733 5,849  

3.土地再評価に係る 

繰延税金負債 
※3 9 9  

4.繰延税金負債  0 －  

5.退職給付引当金  883 847  

6.役員退職慰労引当金  － 22  

7.特別修繕引当金  5 2  

8.その他  25 34  

固定負債合計  6,900 67.0 6,941 81.1 41

負債合計  10,851 105.3 9,287 108.5 △1,564

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本    

1.資本金  1,368 13.3 1,368 16.0 －

2.利益剰余金    

    その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  △1,933 △2,109   

   利益剰余金合計  △1,933 △18.7 △2,109 △24.6 △176

3.自己株式  △1 △0.0 △1 △0.0 △0

  株主資本合計  △565 △5.4 △742 △8.6 △176

Ⅱ 評価・換算差額等    

1.その他有価証券 

評価差額金 
 0 0.0 △0 0.0 △0

2.土地再評価差額金 ※3 12 0.1 12 0.1 －

  評価・換算差額等合計  13 0.1 12 0.1 △0

純資産合計  △552 △5.3 △729 △8.5 △177

負債純資産合計  10,299 100.0 8,557 100.0  △1,742
    

 

 

 

 



関西汽船㈱ （9152） 平成20年12月期決算短信 

- 31 - 

（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
第96期 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第97期 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 

当社は、平成16年度において、株式会社商船三井並び

に株式会社三井住友銀行を割当先とする第三者割当増資

を実施し、また、株式会社三井住友銀行による債務免除

を受け、債務超過の状態を解消するとともに、平成20年

度までの5年間を実施期間とする「経営改善計画」及

び、その後の燃料油価格の高騰に対応した運賃値上げ、

並びに燃料油価格変動調整金の導入等の施策を織込んだ

「修正改善計画」並びに、燃料油価格の高騰が継続して

いる現状を踏まえた｢中期経営計画（平成19年度から平

成21年度まで）｣を策定、実行してきました。  

しかしながら、他の輸送機関との競争激化により予想

ほど運賃収入が伸びず、また燃料油価格の予想以上の高

騰により計画に比べ大幅な減益となり、当事業年度にお

いても営業損失、経常損失、当期純損失を計上して債務

超過の状況にあるため、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。  

当社は、株式会社ダイヤモンドフェリーと7隻8便で共

同運営してきた中九州航路の抜本的な見直しを行い、平

成20年1月16日より同社との共同配船による6隻6便体制

への移行を実施し、収益向上とコスト削減を図ることに

より、厳しい経営環境においても収益を維持できる黒字

体質の確立に取組んでいきます。この取組みを前提に、

平成20年2月13日開催の取締役会において、「中期経営

計画」を一部修正した「修正中期経営計画」を策定して

おり、商船三井グループのフェリー会社の1社として、

引続き同社の支援のもと、当該計画の着実な達成に向

け、損益基盤と財務体質の改善に努める所存です。  

 

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 

 

 

当社は、平成16年度において、株式会社商船三井並び

に株式会社三井住友銀行を割当先とする第三者割当増資

を実施し、また、株式会社三井住友銀行による債務免除

を受け、債務超過の状態を解消するとともに、平成20年

度までの5年間を実施期間とする「経営改善計画」及

び、その後の燃料油価格の高騰に対応した運賃値上げ、

並びに燃料油価格変動調整金の導入等の施策を織込んだ

「修正改善計画」並びに、燃料油価格の高騰が継続して

いる現状を踏まえた｢修正中期経営計画（平成20年度か

ら平成22年度まで）｣を策定、実行してきました。 

しかしながら、他の輸送機関との競争激化に加え、当

事業年度後半までの燃料油価格の急激な上昇を適時に運

賃へ転嫁できず、計画に比べ大幅な減益となり、当事業

年度においても営業損失、経常損失、当期純損失を計上

して債務超過の状況にあるため、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

当社は中九州航路の抜本的な見直しを行い、平成20年1

月16日より㈱ダイヤモンドフェリーと6隻6便体制で共同

配船を実施し、収益向上とコスト削減に取組んでおりま

すが、足下の燃料油価格の急激な下落を反映し、平成21

年2月12日の取締役会において、「修正中期経営計画」

の見直しを実施しております。 

今後とも、商船三井グループのフェリー会社の1社と

して、引続き同社の支援のもと、当該計画の着実な達成

に向け、損益基盤と財務体質の改善に努める所存です。

 

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 
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（5）重要な会計方針 
 第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 
1．有価証券の評価基
準及び評価方法 

 
子会社及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

その他有価証券 
 時価のあるもの 
決算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、売却
原価は移動平均法） 

 時価のないもの 
移動平均法による原価法 

 
 
同  左 

 
2．たな卸資産の評価
基準及び評価方法
（貯蔵品） 

 
（1）評価基準…原価基準 
（2）評価方法…燃料油は最終仕入原価法、

その他の貯蔵品は個別法 

 
同  左 

 
3．固定資産の減価償
却の方法 

 
（1）有形固定資産 

 船舶は定額法によって償却し、船舶
以外の有形固定資産は定率法によって
おります。 
 但し、平成10年4月1日以降取得の建
物については、定額法を採用しており
ます。 
 また、建物については、平成10年度
の税制改正により耐用年数の短縮が行
われておりますが、改正前の耐用年数
を継続して適用しております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
  船舶            18年 
  建物及び構築物     3～65年
  機械装置及び車両運搬具 2～17年
  

 
（1）有形固定資産 

同  左 
  

  
 

 
 

―――――― 

（追加情報） 

当社は、法人税法改正に伴い、平成19年3

月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を５年均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

これにより、営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失がそれぞれ27百万円増加し

ております。 

 

 （2）少額減価償却資産 
 取得価額が10万円以上20万円未満の
減価償却資産については、法人税法の
規定に基づく３年均等償却方法を採用
しております。 

 

（2）少額減価償却資産 
同  左 

 （3）無形固定資産 
 定額法によって償却しております。
 なお、ソフトウェアについては社内
における利用可能期間（5年）に基づ
く定額法によって償却しております。

（3）無形固定資産 
同  左 
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 第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 
 
（1）貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、一般債
権については貸倒実績率により、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。 

 

 
（1）貸倒引当金 

同  左 

（2）退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務（簡
便法）及び年金資産に基づき計上して
おります。 
 なお、会計基準変更時差異について
は、15年による按分額を費用処理して
おります。 

 

（2）退職給付引当金 
同  左 

 

 
 

 
 

―――――― 

（3）役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金の支払に備えるた
め、役員に対する退職慰労金の支給見
積額のうち、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。 

 

 
4．引当金の計上基準 

（3）特別修繕引当金 
 船舶安全法による船舶の定期検査
工事費用の支出に充てるため、将来
の修繕見積額に基づき計上しており
ます。 

 

（4）特別修繕引当金 
同  左 

 

 
5．収益及び費用の 
計上基準 

 
 貨物運賃並びに自動車航送運賃は積切

時、船客運賃は乗船時に収益に計上してお

り、又、運航費はこれに対応して貨物、自

動車の揚切時及び船客の下船時までのもの

を計上し、船費並びに借船料は発生主義に

より計上しております。 
 

 
同  左 

 
6．リース取引の処理 
方法 

 
 リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・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によっております。 
 

 
同  左 

 
7．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の方法 
 消費税及び地方消費税の会計処理は税
抜方式によっております。 

 

 
消費税等の会計処理の方法 

同  左 
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（6）重要な会計方針の変更  
 第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20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、法人税法の改正に伴

い、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産

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。 

なお、この変更による損益に与える影響

は軽微であります。 

 
 
 
――――― 

  
役員退職慰労引当金 

 
 
 
――――― 

  

当社では、役員退職慰労金を従来支出時

の費用として処理しておりましたが、改正

後の「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会監査・保証実務委員会報

告第 42 号）を適用し、当事業年度より期末

日において発生していると認められる額を

役員退職慰労引当金として計上する方法に

変更しております。 

これにより、従来の方法に比べ、一般管

理費が 6 百万円、特別損失が 20 百万円それ

ぞれ増加し、経常損失は 6 百万円、税引前

当期純損失は 27 百万円それぞれ増加してお

ります。 

 

  

 

 

〔表示方法の変更〕 

 第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

 
貸借対照表関係 

 
前事業年度まで流動負債の「その他」に
含めて表示しておりました「仮受金」（前
事業年度18百万円）は、負債及び純資産の
合計額の1/100超であるため、当事業年度よ
り区分掲記しております。 

 
前事業年度まで区分掲記しておりました
「仮受金」（前事業年度282百万円）は、負
債及び純資産の合計額の1/100以下であるた
め、当事業年度より流動負債の「その他」
に含めて表示しております。 

 
 

 
 

――――― 

前事業年度まで投資その他の資産の「そ
の他長期資産」に含めて表示しておりまし
た「敷金」（前事業年度64百万円）は、資
産の合計額の1/100超であるため、当事業年
度より区分掲記しております。 
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（7）個別財務諸表に関する注記事項 
 

（損益計算書関係） 
  

第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

  

※1．一般管理費の主要な費目及びその金額は次のとお

りであります。 

  

 

※1．一般管理費の主要な費目及びその金額は次のとお

りであります。 

 

  （1）給与・報酬額 361百万円   （1）給与・報酬額 351百万円 

  （2）退職給付引当金繰入額 69百万円   （2）退職給付引当金繰入額 56百万円 

  （3）福利厚生費 72百万円   （3）福利厚生費 79百万円 

  （4）資産維持費 64百万円   （4）資産維持費 63百万円 

  （5）減価償却費 40百万円   （5）減価償却費 54百万円 

  （6）広告宣伝費 44百万円   （6）広告宣伝費 49百万円 

  （7）支払手数料 61百万円   （7）支払手数料 57百万円 

  （8）貸倒引当金繰入額 4百万円   （8）貸倒引当金繰入額 110百万円 

  

※2．営業外収益のうち関係会社に対するものは、業務

分担金39百万円、受取配当金128百万円でありま

す。 

 

※2．営業外収益のうち関係会社に対するものは、業務

分担金36百万円、受取配当金26百万円でありま

す。 

  

※3．営業外費用のうち関係会社に対するものは、支払

利息83百万円であります。 

 

※3．営業外費用のうち関係会社に対するものは、支払

利息97百万円であります。 

  

  

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 
 

第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

1．自己株式の種類及び株式数に関する事項 1．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

自己株式の種類 普通株式 自己株式の種類 普通株式 

前事業年度末株式数 4,678株 前事業年度末株式数 4,748株 

当事業年度増加株式数   70株 当事業年度増加株式数   560株 

当事業年度減少株式数    ―株 当事業年度減少株式数    ―株 

当事業年度末株式数  4,748株 当事業年度末株式数  5,308株 

    

   当事業年度の増加は、単元未満株式の買取に 

よるものであります。 

   当事業年度の増加は、単元未満株式の買取に 

よるものであります。 
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（貸借対照表関係） 
  

第 96期  

（平成19年12月31日現在） 

第 97期  

（平成20年12月31日現在） 
  

※1．関係会社に係る注記 
 区分掲記されたもの以外の関係会社に対する資
産は以下のとおりであります。 

  

※1．関係会社に係る注記 
 区分掲記されたもの以外の関係会社に対する資
産は以下のとおりであります。 

短期貸付金 435 百万円 短期貸付金 34 百万円

短期貸付金以外の債権合計 61 百万円 短期貸付金以外の債権合計 14 百万円
     

※2．有形固定資産の減価償却累計額 15,606 百万円 ※2．有形固定資産の減価償却累計額 11,727 百万円
     

※3．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「土地再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 
 再評価を行った日 

平成13年12月31日 
 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10

年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定

める固定資産税評価額に基づいて算出してお

ります。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業

用土地の当期末における時価の合計額から当

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

を控除した差額         △6百万円 

※3．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「土地再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し

ております。 
 再評価を行った日 

平成13年12月31日 
 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10

年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定

める固定資産税評価額に基づいて算出してお

ります。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業

用土地の当期末における時価の合計額から当

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

を控除した差額         △6百万円 

※4．資産のうち下記物件は担保に供しております。 ※4．資産のうち下記物件は担保に供しております。 

（1）種類及び簿価 （1）種類及び簿価 

流動資産   流動資産  

 受取手形 33百万円   受取手形 32百万円 

有形固定資産   有形固定資産  

 船舶 7,036百万円   船舶 5,408百万円 

 建物 95百万円   建物 90百万円 

投資その他の資産   投資その他の資産  

 関係会社株式 17百万円   関係会社株式 17百万円 

 その他長期資産 6百万円   その他長期資産 6百万円 

合計 7,188百万円  合計 5,555百万円 

（2）対応債務  （2）対応債務 

   関係会社短期借入金 603百万円 

一年以内返済の 

長期借入金 
116百万円  

一年以内返済の 

長期借入金 
67百万円 

一年以内返済の 

関係会社長期借入金 
1,272百万円  

一年以内返済の 

関係会社長期借入金 
668百万円 

長期借入金 243百万円  長期借入金 175百万円 

関係会社長期借入金 5,733百万円  関係会社長期借入金 5,849百万円 

合計 7,365百万円  合計 7,364百万円 
  

――――― 

5．保証債務 
神戸フェリーバス㈱のリース契約による支払債務62
百万円に対し、当社を含め2社にて保証を行っており
ます。 

また、さんふらわあトラベル(株)の仕入債務につ

き、極度額3百万円の保証を行っております。 
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第 96期  

（平成19年12月31日現在） 

第 97期  

（平成20年12月31日現在） 

※6．決算期末日満期手形の会計処理については、当事業

年度末日は金融機関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しています。

当事業年度末日満期手形は次のとおりでありま

す。 

※6．決算期末日満期手形の会計処理については、当事業

年度末日は金融機関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しています。

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 16百万円 受取手形 14百万円

  

 

 

（リース取引関係） 

第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 
  

1．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 
  

 
車 両 
運搬具 
（百万円） 

器具及び 
備 品 
（百万円） 

合計 
（百万円）

取得価額 
相当額 4 108 113 

減価償却 
累計額 
相当額 

0 54 54 

期末残高 
相当額 3 54 58 

 

 

  

1．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額 

相当額及び期末残高相当額 
  

 
車 両 
運搬具 

（百万円）

器具及び 
備 品 

（百万円） 

合計 
（百万円）

取得価額 
相当額 4 108 113 

減価償却 
累計額 
相当額 

1 72 73 

期末残高 
相当額 3 36 39 

 

 

  

（2）未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内 18 百万円

1 年 超 39 百万円

合  計 58 百万円 

 

  

（2）未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内 18 百万円

1 年 超 20 百万円

合  計 39 百万円 

 

なお、取得価額相当額及び未経過リース料期

末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に

基づき、支払利子込み法により算定しておりま

す。 
  

 

なお、取得価額相当額及び未経過リース料期

末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定に

基づき、支払利子込み法により算定しておりま

す。 
  

 

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 18 百万円

減価償却費相当額 18 百万円 

 
（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 18 百万円

減価償却費相当額 18 百万円 

 

  

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 

  

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

  

 

  

2．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

1 年 内 19 百万円

1 年 超 ― 百万円

合  計 19 百万円 

 

  

2．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

1 年 内 155 百万円

1 年 超 1,267 百万円

合  計 1,423 百万円 
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（有価証券関係） 

  

前事業年度（平成19年12月31日現在） 

 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20年12月31日現在） 

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。 

  

 

 

（税効果会計関係） 

第 96期  

（平成19年12月31日現在） 

第 97期  

（平成20年12月31日現在） 
  

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 

の内訳 

  

1．繰延税金資産及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  繰延税金資産  

 退職給付引当金繰入限度超過額 358 百万円  退職給付引当金繰入限度超過額 344 百万円

 貸倒引当金繰入限度超過額 300 百万円  貸倒引当金繰入限度超過額 78 百万円

 投資有価証券評価損自己否認額 110 百万円  投資有価証券評価損自己否認額 402 百万円

 ゴルフ会員権評価損自己否認額 64 百万円  ゴルフ会員権評価損自己否認額 18 百万円

 繰越欠損金 720 百万円  繰越欠損金 1,039 百万円

 その他 270 百万円  その他 13 百万円

    繰延税金資産小計 1,824 百万円     繰延税金資産小計 1,896 百万円

 評価性引当額 △1,824 百万円  評価性引当額 △1,896 百万円

    繰延税金資産合計 ― 百万円     繰延税金資産合計 ― 百万円

   

繰延税金負債 繰延税金負債  

 土地再評価益評価差額 9 百万円  土地再評価益評価差額 9 百万円

 その他有価証券評価益評価差額 0 百万円     繰延税金負債合計 9 百万円

    繰延税金負債合計 9 百万円     繰延税金負債の純額 9 百万円

    繰延税金負債の純額 9 百万円   

   

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

税引前当期純損失を計上しているため記載しており

ません。 

  

 

同  左 
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（１株当たり情報）  

第 96期  

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日） 
 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失 

 

 

△13.97 円

13.37 円

 

  

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純損失 

 

 

△18.46 円

4.46 円

 

 

 

 

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

 

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

 

 

  

（注1）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第 96期  

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日）

当期純損失 （百万円） 528 176 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 

普通株式に係る当期純損失 （百万円） 528 176 

期中平均株式数 （千株） 39,526 39,526 

  

（注2）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第 96期  

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日）

純資産の部の合計額 （百万円） △552 △729 

純資産の部の合計から控除する金額 （百万円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額 （百万円） △552 △729 

期末の普通株式の数 （千株） 39,526 39,525 

  

 

 

 

（重要な後発事象） 

第 96期  

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

第 97期  

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

（固定資産の譲渡等） 

 中九州航路の運航体制変更に伴い、当社は、平成20年

1月25日開催の取締役会において余剰船舶の売却を決議

し、平成20年1月28日付で、「ブルーダイヤモンド」の

売却契約を締結いたしました。なお、運行体制の変更に

先立ち、当社所有の「さんふらわあこがね」と株式会社

ダイヤモンドフェリー所有の「ブルーダイヤモンド」の

交換を実施しており、平成20年12月期決算においては、

当該交換差額、及び、船舶の帳簿価額と売却価額の差額

から諸経費を控除した約646百万円を特別利益に計上す

る見込みであります。 

なお、運航体制の変更に伴い、港湾設備の除却等を予

定しており、約60百万円を特別損失に計上する見込みで

あります。 

―――――― 

 

  




