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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 13,884 △1.8 700 △30.1 1,013 △19.7 638 △10.7
20年3月期 14,135 △1.9 1,003 △17.6 1,262 △13.6 714 △24.4

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 ％ ％ ％

21年3月期 64.06 ― 4.7 4.7 5.0
20年3月期 71.70 ― 5.5 5.9 7.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  206百万円 20年3月期  183百万円

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

21年3月期 21,702 15,881 63.3 1,380.22
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  13,748百万円 20年3月期  13,254百万円

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

21年3月期 1,272 △1,442 △109 2,070
20年3月期 1,143 △5,079 △401 2,350

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 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 199 27.9 1.5
21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 199 31.2 1.5
22年3月期 

（予想） ― ― ― 15.00 15.00 32.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

6,474 △8.7 176 △47.8 315 △37.1 220 △9.2 22.10

通期 12,830 △7.6 316 △54.8 580 △42.7 456 △28.4 45.85
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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、19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」をご覧ください。 

(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、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  49,218株 20年3月期  47,587株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 8,628 △0.7 913 △15.4 1,105 △10.7 649 0.3
20年3月期 8,693 0.3 1,079 3.3 1,238 5.1 646 △11.1

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

21年3月期 65.16 ―
20年3月期 64.92 ―

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 15,229 12,519 82.2 1,256.84
20年3月期 15,136 12,316 81.4 1,236.26

（参考） 自己資本 21年3月期  12,519百万円 20年3月期  12,316百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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、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。 

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

3,771 △20.3 60 △86.7 225 △61.6 185 △42.5 18.65

通期 7,749 △10.2 299 △67.3 492 △55.5 379 △41.5 38.12
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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 

当期のわが国経済は、前半は原油・原材料価格の高騰により景気が後退局面に

入り、後半は米国の金融不安に端を発した世界的な信用収縮によるグローバル経

済の急減速を受け、急激な円高も重なり、輸出の大幅な減少と企業収益の悪化が

顕著となっております。 

このような経済環境のなかで、当社グループは総力をあげて業績向上に努めま

したが、当期の連結ベースでの売上高は、13,884 百万円(前期比 1.8％減)となり

ました。利益面では、経常利益が 1,013 百万円(前期比 19.7％減)、当期純利益は

638 百万円(前期比 10.7％減)となりました。 

事業別の営業の状況は以下のとおりであります。 

曳船事業 

世界同時不況の影響を受けて、特に秋以降東京湾における入出港船舶数が大

幅に落ち込み、それに伴って作業数が減少する厳しい市場環境となりました。

地区別では、横浜・川崎地区、千葉地区は平成 20 年 10 月より導入した燃料油

価格調整金の効果で若干の売り上げ増加となったものの、料金引き下げのあっ

た横須賀地区、東京地区で売り上げが減少し、当事業総計の売上高は 9,693 百

万円(前期比 1.3％減)にとどまり、営業利益はコスト削減に努めましたが燃料

費の高騰により 846 百万円(前期比 19.9％減)となりました。 

旅客船事業 

久里浜・金谷間におけるカーフェリー部門では、インターネットを活用した

情報発信をするとともに、主要客である乗用車・徒歩客に対して新商品の販売、

企画イベントを実施し積極的な営業活動を行ないました。一方、収支改善策と

して平成 20 年 9 月より旅客運賃を 16.7％値上げ、並行して効率的な運航及び燃

料費の節減に努めましたが、旅客数で前期比 8.1％減、運賃収入は 6.3％の減収

となりました。横浜港における観光船部門では、県内、県外を問わず法人、個

人の顧客に積極的営業活動を行ないましたが、景気の低迷、法人の懇親会等の

手控え、個人消費の節約志向が響き業績は伸び悩み、観光船収入は前期比 1.8％

減となりました。以上の結果、当事業部門全体では売上高が 3,048 百万円(前期

比 0.6％減)、営業損失 153 百万円となりました。 

売店･食堂事業 

個人客が低迷する中、セールス活動を強化して団体客を中心に食事・買物客

の集客に努めた結果、商事部については前年実績を確保したものの、主力店の

金谷店・久里浜店並びに横須賀ＰＡ店については、売上が前年を下回りました。

また二つの直営店舗につき前期末をもって撤退したため、両店の前期分売上が
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減収となったことから当事業部門の売上高は、1,142 百万円(前期比 8.3％減)と

なりました。しかしながら利益面では、人件費を中心に全コストの節減に努め

たことで営業利益 7百万円を計上致しました。 

 

②次期の見通し 

次期につきましては、主力の曳船事業は、世界的な景気悪化に伴い、海運市況

が低迷している現状を反映して各地区とも作業量の減少により売り上げ減少が見

込まれます。中国関連経済指標について景気底入れの兆しも見られ始めており、

夏場以降、市況にもある程度の回復が見られるものと想定しておりますが、通年

で減収は避けられないと予測し当事業全体では、9.8％減の 8,745 百万円を見込ん

でおります。 

旅客船事業は、フェリーでは東京湾アクアライン通行料金の大幅引き下げが実

施され、事業環境が一層厳しいものとなるため今後一定の収益確保と徹底した経

費削減を図ります。また観光船は横浜港開港 150 周年の記念事業を意識して、消

費者のニーズに合致した企画を行なうなど全社を挙げて積極的な営業活動を展開

し増収を図ります。当年度は 1％減の 3,018 百万円の売り上げを見込んでおります。 

以上その他部門と併せて合計の予想連結売上高は 7.6％減の 12,830 百万円を予

想しております。 

利益面では、燃料費は現状レベルの購入価格が維持される前提で前期比 30％以

上の減少を見込む。また曳船 2隻建造に伴い減価償却費が増加しますが、人件費、

物件費ともコスト削減に注力し販売費及び一般管理費は 3.5％の減少が見込まれ

ます。しかしながら売上高の減少はカバーしきれず連結経常利益は42.7％減の580

百万円を予想。尚連結当期純利益は曳船 2隻売却を予定しており、28.4％減の 456

百万円を見込んでおります。 

 

(２)財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度末の資産の部は、前連結会計年度末に比べて 154 百万円増加し

21,702 百万円となりました。主な動きとしては、船舶建造資金の支出、債券購入

などにより現金及び預金が 1,128 百万円減少、また投資有価証券が 149 百万円減

少、一方土地が 268 百万円、建設仮勘定 227 百万円、関係会社株式は持分法適用

会社が 1 社増加したことなどから 440 百万円、長期性預金が 500 百万円それぞれ

増加いたしました。 

負債の部では、前連結会計年度末に比べて 166 百万円減少し 5,821 百万円とな

りました。これは土地購入に伴う長期借入金が 150 百万円発生したものの、支払

手形及び買掛金が 243 百万円減少したことが主因であります。 
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純資産の部では、前連結会計年度末に比べて 320 百万円増加し 15,881 百万円と

なりました。これは保有株式の値下がり等によるその他有価証券評価差額金が 274

百万円減少、少数株主持分も 173 百万円減少しましたが、利益剰余金が 755 百万

円の増加となったことによるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 279

百万円減少し 2,070 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・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) 

営業活動の結果得られた資金は 1,272 百万円となりました。主たる資金増加要

因は、税金等調整前当期純利益 1,027 百万円、減価償却費 1,020 百万円ですが、

資金減少要因として、持分法適用会社の収益増加により持分法投資損益を 206 百

万円計上したこと、仕入債務の減少額が 226 百万円、法人税等の支払額が 496 百

万円生じたことが挙げられます。 

資金が前期と比較して増加した要因は、税金等調整前当期純利益が 442 百万円

減少したものの、減価償却費と利息及び配当金受取額がそれぞれ 87 百万円、29

百万円増加し、退職給付引当金の増加額が 179 百万円、売上債権の増加額が 199

百万円となり、法人税等の支払額が 95 百万円減少したことです。 

 

(投資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・フローは 1,442 百万円の支出となりましたが、こ

れは主に船舶の建造及び土地の取得に伴う有形固定資産取得による支出が 1,539

百万円、有価証券の取得による支出が 299 百万円発生した一方、定期性預金の預

入れ、解約に伴う純収入額が 349 百万円生じたことによるものです。 

資金支出が前期と比較して減少した主な要因は、船舶建造による有形固定資産

取得の支出が 577 百万円増加し、今期は船舶の売却がなかったことから売却収入

が 295 百万円減少、定期性預金の預入れ、解約に伴う金額が前期の純支出(4,285

百万円)から純収入(349 百万円)に転じたことによるものです。 

 

(財務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・フローは 109 百万円の支出となりましたが、これ

は主に長期借入金による収入が150百万円増加した一方、返済が59百万円すすみ、

配当金の支払額が 199 百万円発生したことによるものです。 
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資金支出が前期と比較して減少した主要因は、長期借入金の返済が 86 百万円減

少したものの、新規に借り入れが 150 百万円発生、また短期借入金は 55 百万円減

少し、返済が 109 百万円減少したことです。 

 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の株主への利益還元方針としては、業績に応じかつ継続可能な配当を実施

していくことを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、金利変動に耐えうるような財務体質の強化、長期

に亘る競争力を強化し利益成長を確保するための最新鋭曳船の開発と建造のため

の投資及び新規事業用の資金として、充当したいと考えております。 

当期（平成 21 年 3 月期）配当金につきましては、当期の業績を踏まえ、株主の

皆様への利益還元を考慮に入れ、普通株式１株につき 20 円を予定しております。 

次期の配当金につきましては、減益が予想されることを勘案し、普通株式１株

につき 15 円とさせていただく予定です。 
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2. 企業集団の状況

【旅客船事業】 【曳 船 事 業】

[ｶｰﾌｪﾘｰ事業] [観光船事業]

※1

連結子会社

曳船サービス 用船・貸船契約

旅客船サービス 運航委託契約

売店・食堂サービス 事務委託契約
駐車場

　※1　宮城マリンサービス㈱については、同社が取得した自己株式の消却に伴い、当社の持分比率が増加したことに
　　　　より、第２四半期連結会計期間から持分法適用の関連会社に含めております。

得　意　先　及　び　お　客　様

持分法適用会社

【駐 車 場】　　【売店・食堂事業】

香港で営業

東 京 汽 船 ㈱ 東港ｻｰﾋﾞｽ㈱

ﾌｪﾘｰ興業㈱

東京湾ﾌｪﾘｰ㈱

防災特殊
曳船㈱

東亜汽船㈱

㈱横浜
貿易ﾋﾞﾙ

SOUTH
CHINA

TOWING
CO.,LTD.

㈱ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ

千代田海事㈱浦賀マリーン
サービス㈱

㈱パシフィック
マリンサービス

宮城マリン
サービス㈱
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3.経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

当社は、グループの中核である曳船事業において、海上安全を使命として、東京

湾全域に亘る船舶の安全航行、海洋環境の保全、海上交通の効率化への貢献という

公共的役割を果たしていきます。 

具体的には、浦賀水道航路における船舶の警戒船業務(前方および側方警戒)、東

京湾各港における船舶の離着桟補助業務、LNG 基地等での警戒船業務、造船所作業

ならびに防災業務など、顧客のあらゆる曳船作業ニーズに常時迅速に応えていきま

す。また、東京湾内の交通船、東京湾口の水先艇運航業務等を展開することにより

シナジー効果を高め総合的なマリンサービス提供会社として港湾の円滑な運営に

資してまいります。 

旅客船事業としては、神奈川県・久里浜と千葉県・金谷を結ぶカーフェリー事業、

ならびに横浜港における港湾施設及びウォーターフロントの紹介を行う観光船事

業を行っており、市民や観光客に対する利便を提供しております。このような顧客

のニーズに合った良質なサービスを安定的に供給していくことが重要と考えてお

ります。 

今後共こうした事業を基軸として、海運関係者、一般顧客および社会に貢献する

企業グループを目指していきます。 

 

(２)目標とする経営指標 

当社グループの事業は港湾における必須の事業であるため、海上安全を至上命題

とするとともに、業務の効率化を推進し、売上高営業利益率や売上高当期純利益率

などの収益性の指標を重視しております。そのために運航コスト削減や曳船稼働率

向上を重要課題としております。また、資本効率面でも今後、余剰資金の有効活用

により総資産利益率、自己資本利益率の改善を目指します。 

 

(３)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社は、連結ベースでの経営効率の向上ならびに事業競争力の強化に努め、各社

がそれぞれ有する経営資源をグループ全体として最適配置するなど、グループレベ

ルでの収益力の強化を図っていきます。 

会社の対処すべき課題としては以下があります。 

曳船事業 

①曳船運航定員の削減他の諸施策による運航コスト削減 

②曳船業務の乗組員の技能継承 

③船舶の大型化・高速化に対応した最新鋭曳船の開発・建造 

④曳船船隊を総合的に動員した東京湾内における新規プロジェクトの推進 
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⑤香港や中国本土での合弁事業の経験を基にした収益性の高い海外新規事業の

展開 

旅客船事業 

①カーフェリー事業において、東京湾アクアライン大幅値下げによる経営環境

の悪化に対応した、運航定員の削減、運航体制の見直し等の抜本的なコスト

削減 

②観光船事業における営業力の強化による売上の拡大 

 

当社は、サービスの安全性と効率性を維持するための総合的な品質管理システ

ムの運用を強化するとともに、社会的な責任として環境マネージメントシステム

にもとづいた企業経営（環境負荷の少ない曳船設備導入と運航等）を行っていき

ます。 

当社はまた、内部統制システムを運用・改善をするにあたっては、財務報告の

信頼性確保を目的とするのみならず、業務の有効化・効率化、リスクマネージメ

ント強化を組み込んだ体制とし、同時に公正かつ透明な企業行動のためのコンプ

ライアンス体制強化と一体となるものとしていきます。 

 

これらの諸施策を実施し、海運関係者、一般顧客および社会から信頼される企

業グループ経営を行うことにより株主の利益に最大限貢献したいと考えており

ます。 
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4.【連結財務諸表】
(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 6,911,411 5,782,709

　　受取手形及び売掛金 2,612,722 2,419,300

　　たな卸資産 123,549 ―

　　商品 ― 26,245

　　貯蔵品 ― 66,866

　　繰延税金資産 124,253 109,894

　　その他 286,703 419,631

　　貸倒引当金 △13,507 △12,594

　　流動資産合計 10,045,132 8,812,053

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 3,830,655 3,843,272

　　　　減価償却累計額 2,419,713 2,516,157

　　　　建物及び構築物(純額) 1,410,942 1,327,114

　　　船舶 18,333,352 19,319,299

　　　　減価償却累計額 13,604,207 14,482,302

　　　　船舶(純額) 4,729,145 4,836,996

　　　機械装置及び運搬具 56,364 56,988

　　　　減価償却累計額 43,301 40,012

　　　　機械装置及び運搬具(純額) 13,063 16,975

　　　器具及び備品 457,097 462,475

　　　　減価償却累計額 392,750 405,003

　　　　器具及び備品(純額) 64,347 57,472

　　　土地 1,059,644 1,327,651

　　　建設仮勘定 ― 227,250

　　　有形固定資産合計 7,277,143 7,793,460

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 44,536 31,062

　　　電話加入権 8,003 8,003

　　　その他無形固定資産 2,911 2,911

　　　無形固定資産合計 55,452 41,978

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,149,914 2,000,389

　　　関係会社株式 1,447,302 1,887,752

　　　繰延税金資産 145,727 252,383

　　　その他 465,324 945,132

　　　貸倒引当金 △37,785 △30,792

　　　投資その他の資産合計 4,170,483 5,054,865

　　固定資産合計 11,503,078 12,890,304

　資産合計 21,548,211 21,702,357
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 1,191,163 947,767

　　短期借入金 1,625,000 1,625,834

　　一年内返済予定の長期借入金 53,536 83,536

　　未払法人税等 239,555 294,097

　　未払消費税等 20,108 24,151

　　役員賞与引当金 40,000 40,000

　　賞与引当金 221,882 220,024

　　その他 160,465 141,832

　　流動負債合計 3,551,711 3,377,242

　固定負債

　　長期借入金 223,679 283,743

　　退職給付引当金 1,236,601 1,232,767

　　役員退職慰労引当金 378,865 377,015

　　特別修繕引当金 278,541 303,005

　　繰延税金負債 230,698 182,898

　　負ののれん 86,492 63,169

　　その他 1,202 1,302

　　固定負債合計 2,436,080 2,443,901

　負債合計 5,987,792 5,821,143

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 12,497,162 13,252,162

　　自己株式 △36,496 △37,456

　　株主資本合計 13,036,523 13,790,563

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 323,753 48,754

　　為替換算調整勘定 △106,051 △91,221

　　評価・換算差額等合計 217,702 △42,467

　少数株主持分 2,306,193 2,133,118

　純資産合計 15,560,419 15,881,213

負債純資産合計 21,548,211 21,702,357
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 14,135,099 13,884,369

売上原価 10,684,087 10,872,146

売上総利益 3,451,011 3,012,223

販売費及び一般管理費

　販売費 427,680 399,137

　一般管理費 2,019,805 1,912,108

　販売費及び一般管理費合計 2,447,486 2,311,246

営業利益 1,003,525 700,977

営業外収益

　受取利息 16,013 27,104

　受取配当金 43,922 56,066

　負ののれん償却額 23,322 23,322

　持分法による投資利益 183,872 206,157

　その他 42,053 41,435

　営業外収益合計 309,184 354,086

営業外費用

　支払利息 40,951 38,149

　貸倒引当金繰入額 ― 707

　その他 9,438 3,061

　営業外費用合計 50,390 41,918

経常利益 1,262,320 1,013,145

特別利益

　固定資産売却益 189,167 ―

　特別修繕引当金戻入額 12,427 34,235

　投資有価証券売却益 ― 24,000

　その他 15,976 7,125

　特別利益合計 217,570 65,361

特別損失

　役員退職金 10,800 51,500

　特別損失合計 10,800 51,500

税金等調整前当期純利益 1,469,091 1,027,006

法人税、住民税及び事業税 498,954 543,741

法人税等調整額 299,406 2,207

法人税等合計 798,360 545,948

少数株主損失(△) △43,630 △157,045

当期純利益 714,361 638,103
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 500,500 500,500

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 500,500 500,500

　資本剰余金

　　前期末残高 75,357 75,357

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 75,357 75,357

　利益剰余金

　　前期末残高 11,759,699 12,497,162

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　　当期純利益 714,361 638,103

　　　持分法の適用範囲の変動 222,402 316,144

　　　当期変動額合計 737,462 755,000

　　当期末残高 12,497,162 13,252,162

　自己株式

　　前期末残高 △34,170 △36,496

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △2,325 △960

　　　当期変動額合計 △2,325 △960

　　当期末残高 △36,496 △37,456

　株主資本合計

　　前期末残高 12,301,385 13,036,523

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　　当期純利益 714,361 638,103

　　　持分法の適用範囲の変動 222,402 316,144

　　　自己株式の取得 △2,325 △960

　　　当期変動額合計 735,137 754,039

　　当期末残高 13,036,523 13,790,563
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 632,643 323,753

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △308,890 △274,999

　　　当期変動額合計 △308,890 △274,999

　　当期末残高 323,753 48,754

　為替換算調整勘定

　　前期末残高 △19,884 △106,051

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △86,166 14,829

　　　当期変動額合計 △86,166 14,829

　　当期末残高 △106,051 △91,221

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 612,759 217,702

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △395,056 △260,170

　　　当期変動額合計 △395,056 △260,170

　　当期末残高 217,702 △42,467

少数株主持分

　前期末残高 2,367,748 2,306,193

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △61,555 △173,075

　　当期変動額合計 △61,555 △173,075

　当期末残高 2,306,193 2,133,118

純資産合計

　前期末残高 15,281,893 15,560,419

　当期変動額

　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　当期純利益 714,361 638,103

　　持分法の適用範囲の変動 222,402 316,144

　　自己株式の取得 △2,325 △960

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △456,611 △433,245

　　当期変動額合計 278,525 320,794

　当期末残高 15,560,419 15,881,213
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益 1,469,091 1,027,006

　減価償却費 933,026 1,020,391

　負ののれん償却額 △23,322 △23,322

　受取利息及び受取配当金 △59,936 △83,171

　支払利息 40,951 38,149

　持分法による投資損益（△は益） △183,872 △206,157

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △638 △205
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額

（△は減少）
△185,641 △5,684

　特別修繕引当金の増減額（△は減少） △30,803 24,464

　賞与引当金の増減額（△は減少） △25,205 △1,858

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 ―

　有形固定資産売却損益（△は益） △189,167 ―

　投資有価証券売却損益（△は益） ― △24,000

　売上債権の増減額（△は増加） △6,101 193,422

　たな卸資産の増減額（△は増加） △20,747 30,437

　仕入債務の増減額（△は減少） 22,724 △226,593

　未払金の増減額（△は減少） △54,777 △3,480

　未払消費税等の増減額（△は減少） 8,002 4,042

　預り金の増減額（△は減少） △11,993 △8,021

　その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,036 △627

　その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,709 △128,262

　その他 △1,536 3,322

　小計 1,627,307 1,629,852

　利息及び配当金の受取額 149,940 179,504

　利息の支払額 △41,116 △39,535

　法人税等の支払額 △592,440 △496,890

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143,690 1,272,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △185,787 ―

　投資有価証券の取得による支出 ― △299,665

　有価証券の売却による収入 45,060 ―

　投資有価証券の売却及び償還による収入 ― 35,162

　有形固定資産の取得による支出 △961,873 △1,539,317

　有形固定資産の売却による収入 298,022 2,354

　定期預金の預入による支出 △4,980,010 △8,710,849

　定期預金の払戻による収入 694,402 9,060,000

　その他の支出 △35,655 △32,333

　その他の収入 45,027 40,320

　貸付けによる支出 ― △1,400

　貸付金の回収による収入 1,155 2,880

　投資活動によるキャッシュ・フロー △5,079,659 △1,442,847
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） △53,336 834

　長期借入による収入 ― 150,000

　長期借入金の返済による支出 △146,092 △59,936

　自己株式の取得による支出 △2,325 △960

　配当金の支払額 △198,674 △199,572

　少数株主への配当金の支払額 △1,343 ―

　財務活動によるキャッシュ・フロー △401,770 △109,635

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,337,740 △279,551

現金及び現金同等物の期首残高 6,483,166 2,350,138

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 204,712 ―

現金及び現金同等物の期末残高 2,350,138 2,070,586

東京汽船㈱ (9193) 平成21年3月期　決算短信

－16－



継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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

(ｲ) 連結子会社の数 ５社

連結子会社 ： 東港サービス㈱、㈱ポートサービス、東京湾フェリー㈱、フェリー興業㈱

　　　　　　　東亜汽船㈱

(ﾛ) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社 ： ㈱横浜貿易ビル、浦賀マリーンサービス㈱

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)

  及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも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. 持分法の適用に関する事項

(ｲ) 持分法適用の非連結子会社数 ２社

会社名 ： ㈱横浜貿易ビル、浦賀マリーンサービス㈱

(ﾛ) 持分法適用の関連会社数 ５社

会社名 ： 防災特殊曳船㈱、SOUTH CHINA TOWING CO.,LTD.

　　　　　千代田海事㈱、㈱パシフィックマリンサービス

　　　　　宮城マリンサービス㈱

なお、宮城マリンサービス㈱については、同社が取得した自己株式の消却に伴い、当社の持分比

  率が増加したことにより、第２四半期連結会計期間から持分法適用の関連会社に含めております。

(ﾊ) 持分法を適用していない非連結子会社(新昌船舶㈱他１社)及び関連会社(富士海事㈱他１１社)は、そ

  れぞれ当期純損益及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、

  持分法の適用範囲から除外しております。

(ﾆ) 投資有価証券のうちには議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有している会社の株式

  が１社（日本栄船㈱）含まれておりますが、当社より上位の有力株主があり、かつ、当該有力株主は当

  社の取引先である大手海運会社であります。従って当社が、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて

  当該会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができず、将来に亘ってもこの状態が

  継続することが見込まれるので関連会社より除外しました。

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が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名：東港サービス㈱ 決算日：１月31日

　連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。
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4. 会計処理基準に関する事項

(ｲ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券 ……… 償却原価法（定額法）

そ の 他 有 価 証 券

   時価のあるもの ……… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

  動平均法により算定）

   時価のないもの ……… 移動平均法による原価法

②たな卸資産 ……… 主として先入先出法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

  げの方法により算定）

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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）を適用し、評価基準については、主として先入先出法

による原価法から主として先入先出法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

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。

(ﾛ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有 形 固 定 資 産 ……… 主として定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、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。

②無 形 固 定 資 産 ……… 定額法

なお、償却年数については、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、自社利用の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おります。

(ﾊ) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

  売掛金等の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、貸倒実績率による計算額を、

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役員賞与引当金

  役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

③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期間対応額を計上しております。

④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及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

  なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用

処理しております。

⑤役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、主として内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥特別修繕引当金

  船舶の定期検査費用に充てるため、費用発生見積額の期間対応額を計上しております。
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(ﾆ) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

  消費税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。

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方法は、全面時価評価法によっております。

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  のれん及び負ののれんの償却については、１０年間の均等償却を行っております。

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  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、随時引き出し可能な

預金及び満期日が３か月以内の定期預金であります。

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

（リース取引に関する会計基準等）

　「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）を当連結会計年度から適用し、

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。

表示方法の変更

（連結貸借対照表）

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに

伴い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品」

「貯蔵品」に区分掲記しております。

  なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれております「商品」及び「貯蔵品」は、それぞれ 29,

150千円、94,399千円であります。

東京汽船㈱ (9193) 平成21年3月期　決算短信

－19－



連結財務諸表に関する注記事項

（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4月1日  至 平成20年3月31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

Ⅰ 売上高及び営業損益

    売    上    高

   (1)外部顧客に対する売上高   9,821,829  3,068,266  1,245,003  14,135,099 － 14,135,099 

   (2)セグメント間の内部売上高 9,600      84,466     10,661     104,727    (104,727) －
      又は振替高

計 9,831,429  3,152,733  1,255,664  14,239,827 (104,727) 14,135,099 

    営  業  費  用 8,774,944  3,214,339  1,247,017  13,236,301 (104,727) 13,131,573 

    営業利益又は営業損失(△) 1,056,485  △ 61,606 8,647      1,003,525  － 1,003,525  

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

    資          産 17,810,600 3,696,949  192,939    21,700,490 (152,278) 21,548,211 

    減 価 償 却 費 742,104    183,308    7,613      933,026    － 933,026    

    資 本 的 支 出 970,266    27,557     1,832      999,656    － 999,656    

当連結会計年度(自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31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

Ⅰ 売上高及び営業損益

    売    上    高

   (1)外部顧客に対する売上高   9,693,689  3,048,543  1,142,136  13,884,369 － 13,884,369 

   (2)セグメント間の内部売上高 10,170     80,255     8,568      98,994     (98,994) －
      又は振替高

計 9,703,859  3,128,799  1,150,705  13,983,364 (98,994) 13,884,369 

    営  業  費  用 8,857,117  3,282,214  1,143,054  13,282,386 (98,994) 13,183,392 

    営業利益又は営業損失(△) 846,741    △ 153,414 7,650 700,977    － 700,977    

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

    資          産 18,135,699 3,594,540  170,987    21,901,227 (198,870) 21,702,357 

    減 価 償 却 費 835,448    175,285    9,656      1,020,391  － 1,020,391  

    資 本 的 支 出 1,238,310  280,681    7,716      1,526,708  － 1,526,708  

 （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
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２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31日)

    全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額が日本のみであるため、所在地別セグメント

    情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日)

    全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額が日本のみであるため、所在地別セグメント

    情報の記載を省略しております。

３．海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31日)

    海外売上高がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日)

    海外売上高がないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）
（前連結会計年度） （当連結会計年度）

  １株当たり純資産額 1,330.42 円 1,380.22 円

  １株当たり当期純利益 71.70 円 64.06 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

　おりません。

(注)算定上の基礎

1.１株当たり純資産額 （前連結会計年度） （当連結会計年度）

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額

普通株式に係る純資産額 13,254,226 千円 13,748,095 千円

差額の主な内訳
少数株主持分 2,306,193 千円 2,133,118 千円

普通株式の発行済株式数 10,010,000 株 10,010,000 株

普通株式の自己株式数 47,587 株 49,218 株

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

2.１株当たり当期純利益 （前連結会計年度） （当連結会計年度）

連結損益計算書上の当期純利益 714,361 千円 638,103 千円

普通株式に係る当期純利益 714,361 千円 638,103 千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―　

普通株式の期中平均株式数 9,963,749 株 9,961,597 株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等に関する注記事項ついては、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。

15,560,419 千円 15,881,213 千円

9,962,413 株 9,960,782 株
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5.【個別財務諸表】
 (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 5,412,488 4,445,088

　　受取手形 18,435 15,942

　　海運業未収金 2,166,247 1,945,306

　　立替金 18,958 111,882

　　貯蔵品 61,744 40,120

　　前払費用 19,774 50,424

　　繰延税金資産 86,179 87,999

　　その他 127,950 155,186

　　貸倒引当金 △11,317 △ 10,402

　　流動資産合計 7,900,460 6,841,548

　固定資産

　　有形固定資産

　　　船舶 10,319,483 11,305,429

　　　　減価償却累計額 6,429,079 7,095,656

　　　　船舶(純額) 3,890,404 4,209,773

　　　建物 306,122 306,122

　　　　減価償却累計額 239,724 244,371

　　　　建物(純額) 66,397 61,751

　　　構築物 78,084 80,484

　　　　減価償却累計額 63,626 66,524

　　　　構築物(純額) 14,458 13,960

　　　車輌及び運搬具 26,044 26,667

　　　　減価償却累計額 18,167 12,603

　　　　車輌及び運搬具(純額) 7,876 14,064

　　　器具及び備品 91,537 88,742

　　　　減価償却累計額 75,656 76,401

　　　　器具及び備品(純額) 15,881 12,340

　　　土地 160,276 160,276

　　　建設仮勘定 ― 227,250

　　　有形固定資産合計 4,155,294 4,699,417

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 35,065 24,832

　　　電話加入権 2,905 2,905

　　　無形固定資産合計 37,971 27,737

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 1,844,141 1,767,796

　　　関係会社株式 915,360 920,360

　　　関係会社長期貸付金 90,000 153,333

　　　長期預金 ― 500,000

　　　繰延税金資産 ― 112,142

　　　その他 213,526 226,483

　　　貸倒引当金 △20,559 △ 18,966

　　　投資その他の資産合計 3,042,470 3,661,149

　　固定資産合計 7,235,735 8,388,304

　資産合計 15,136,196 15,229,853
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　海運業未払金 651,231 455,731

　　短期借入金 580,000 580,000

　　未払金 13,983 7,368

　　未払法人税等 234,537 282,105

　　未払費用 14,597 15,005

　　預り金 66,527 59,556

　　役員賞与引当金 40,000 40,000

　　賞与引当金 135,795 138,775

　　その他 16 14

　　流動負債合計 1,736,689 1,578,557

　固定負債

　　退職給付引当金 511,422 534,537

　　役員退職慰労引当金 348,621 371,571

　　特別修繕引当金 188,397 226,078

　　繰延税金負債 34,953 ―

　　固定負債合計 1,083,394 1,132,188

　負債合計 2,820,084 2,710,745

純資産の部

　株主資本

　　資本金 500,500 500,500

　　資本剰余金

　　　資本準備金 75,357 75,357

　　　資本剰余金合計 75,357 75,357

　　利益剰余金

　　　利益準備金 125,125 125,125

　　　その他利益剰余金

　　　　退職積立金 310,000 310,000

　　　　配当引当積立金 100,000 100,000

　　　　貸倒準備金 120,000 120,000

　　　　圧縮記帳積立金 243,661 204,911

　　　　別途積立金 9,660,000 10,060,000

　　　　繰越利益剰余金 942,521 1,031,115

　　　利益剰余金合計 11,501,308 11,951,151

　　自己株式 △36,496 △ 37,456

　　株主資本合計 12,040,669 12,489,552

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 275,442 29,555

　　評価・換算差額等合計 275,442 29,555

　純資産合計 12,316,111 12,519,107

負債純資産合計 15,136,196 15,229,853
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

海運業収益

　曳船料 8,371,594 8,353,100

　貸船料 34,862 24,030

　その他海運業収益 286,576 251,214

　海運業収益合計 8,693,032 8,628,344

海運業費用

　運航費

　　燃料費 984,752 1,147,799

　　その他運航費 481,424 420,423

　　運航費合計 1,466,177 1,568,222

　船費

　　船員費 2,195,437 2,123,575

　　賞与引当金繰入額 97,618 99,901

　　退職給付引当金繰入額 80,940 92,174

　　船舶消耗品費 71,367 89,261

　　船舶保険料 19,091 19,432

　　船舶修繕費 162,578 169,270

　　特別修繕引当金繰入額 79,939 85,749

　　船舶減価償却費 628,469 671,436

　　その他船費 63,225 62,763

　　船費合計 3,398,668 3,413,566

　借船料 1,523,370 1,536,335

　その他海運業費用 69,261 68,521

　海運業費用合計 6,457,478 6,586,645

海運業利益 2,235,554 2,041,698

一般管理費

　役員報酬 185,680 187,080

　役員賞与引当金繰入額 40,000 40,000

　従業員給与 364,572 353,658

　賞与引当金繰入額 38,177 38,874

　退職給付引当金繰入額 27,704 29,096

　役員退職慰労引当金繰入額 27,267 22,950

　福利厚生費 99,569 96,607

　旅費・交通費 42,381 40,812

　通信費 14,376 14,273

　光熱・消耗品費 31,943 30,307

　租税公課 23,041 22,771

　資産維持費 56,541 57,244

　減価償却費 31,235 29,643

　交際費 69,566 58,042

　会費・寄附金 20,231 20,459

　貸倒引当金繰入額 ― 17

　その他一般管理費 83,537 86,174

　一般管理費合計 1,155,826 1,128,013

営業利益 1,079,727 913,685
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業外収益

　受取利息 15,615 24,210

　有価証券利息 8 2,683

　受取配当金 129,905 149,741

　その他 24,650 28,990

　営業外収益合計 170,178 205,625

営業外費用

　支払利息 10,662 10,416

　貸倒引当金繰入額 ― 707

　その他 598 2,331

　営業外費用合計 11,261 13,456

経常利益 1,238,645 1,105,855

特別利益

　固定資産売却益 133,836 ―

　特別修繕引当金戻入額 12,427 15,511

　投資有価証券売却益 ― 24,000

　その他 1,280 ―

　特別利益合計 147,543 39,511

税引前当期純利益 1,386,189 1,145,366

法人税、住民税及び事業税 494,789 531,075

法人税等調整額 244,514 △ 34,801

法人税等合計 739,304 496,274

当期純利益 646,885 649,091
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 500,500 500,500

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 500,500 500,500

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 75,357 75,357

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 75,357 75,357

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 75,357 75,357

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 75,357 75,357

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 125,125 125,125

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 125,125 125,125

　　その他利益剰余金

　　　退職積立金

　　　　前期末残高 310,000 310,000

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　　当期末残高 310,000 310,000

　　　配当引当積立金

　　　　前期末残高 100,000 100,000

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　　当期末残高 100,000 100,000

　　　貸倒準備金

　　　　前期末残高 120,000 120,000

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　　当期末残高 120,000 120,000

　　　圧縮記帳積立金

　　　　前期末残高 214,643 243,661

　　　　当期変動額

　　　　　圧縮記帳積立金の積立 75,221 ―

　　　　　圧縮記帳積立金の取崩 △46,203 △38,750

　　　　　当期変動額合計 29,018 △38,750

　　　　当期末残高 243,661 204,911
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 9,160,000 9,660,000

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金積立 500,000 400,000

　　　　　当期変動額合計 500,000 400,000

　　　　当期末残高 9,660,000 10,060,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,023,956 942,521

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　　　　圧縮記帳積立金の積立 △75,221 ―

　　　　　圧縮記帳積立金の取崩 46,203 38,750

　　　　　別途積立金の積立 △500,000 △400,000

　　　　　当期純利益 646,885 649,091

　　　　　当期変動額合計 △81,435 88,594

　　　　当期末残高 942,521 1,031,115

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 11,053,724 11,501,308

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　　　圧縮記帳積立金の積立 ― ―

　　　　圧縮記帳積立金の取崩 ― ―

　　　　別途積立金の積立 ― ―

　　　　当期純利益 646,885 649,091

　　　　当期変動額合計 447,583 449,843

　　　当期末残高 11,501,308 11,951,151

　自己株式

　　前期末残高 △34,170 △36,496

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △2,325 △960

　　　当期変動額合計 △2,325 △960

　　当期末残高 △36,496 △37,456

　株主資本合計

　　前期末残高 11,595,410 12,040,669

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　　当期純利益 646,885 649,091

　　　自己株式の取得 △2,325 △960

　　　当期変動額合計 445,258 448,883

　　当期末残高 12,040,669 12,489,552

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 555,282 275,442

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △279,839 △245,887

　　　当期変動額合計 △279,839 △245,887

　　当期末残高 275,442 29,555

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 555,282 275,442

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △279,839 △245,887

　　　当期変動額合計 △279,839 △245,887

　　当期末残高 275,442 29,555
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

純資産合計

　前期末残高 12,150,693 12,316,111

　当期変動額

　　剰余金の配当 △199,301 △199,248

　　当期純利益 646,885 649,091

　　自己株式の取得 △2,325 △960

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △279,839 △245,887

　　当期変動額合計 165,418 202,995

　当期末残高 12,316,111 12,519,107
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

役員の異動 （平成21年6月26日付予定）

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. 代表取締役の役職変更（社長交代）

　変更の内容

代表取締役会長 齊藤　昌哉（現 代表取締役社長）

代表取締役社長 齊藤　宏之（現 代表取締役 専務取締役）

3. その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役 川名　 勝 （現 東亜汽船株式会社 取締役社長）

取締役 小山　武志（現 浦賀マリーンサービス株式会社 専務取締役）

②退任予定取締役

常務取締役 増田　 剛 （当社顧問に就任予定）

常務取締役 西巻　 晃 （当社顧問に就任予定）
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