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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 3,150 △9.7 148 16.5 258 27.6 150 65.8
21年3月期第1四半期 3,487 ― 127 ― 202 ― 90 ―

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

22年3月期第1四半期 15.14 ―
21年3月期第1四半期 9.13 ―

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

22年3月期第1四半期 21,741 15,916 63.3 1,382.26
21年3月期 21,702 15,881 63.3 1,380.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,767百万円 21年3月期  13,748百万円

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

21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 15.00 15.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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) 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5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） 

(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 
 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 10,010,000株 21年3月期  10,010,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  49,868株 21年3月期  49,218株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  9,960,457株 21年3月期第1四半期  9,962,270株

- 2 -



【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１四半期連結累計期間のわが国経済は、対中国を中心に輸出環境が一部持ち直し

の兆しが見られ、在庫調整が進んだものの、景気は依然として厳しい状況が続いており

ます。 

こうした環境下、当社グループの業況は、主力の曳船事業の落ち込みが響き、売上高

は 31 億 50 百万円(前年同期比 9.7％減)となったものの、燃料費の下落が寄与して営業

利益は 1億 48 百万円(前年同期比 16.5％増)となりました。 

これを部門別にみますと、曳船事業は、東京湾入出港船舶数が自動車専用船、コンテ

ナ船を中心に大幅に減少したことにより、作業数が減少、売上高は 21 億 36 百万円(前年

同期比 12.9％減)、営業利益は 1億 46 百万円(前年同期比 25.8％減)となりました。 

旅客船事業は、フェリー部門において高速道路料金の土休日値下げにより、乗用車が

大きく影響を受ける結果となりました。一方横浜港の観光船、交通船部門は横浜開港 150

周年記念事業が催されていることもあって、売上増加に繋がりました。この結果合計で

売上高 7 億 41 百万円(前年同期比 0.4％増)、利益面では、前年同期の営業損失 68 百万

円から 26 万円の黒字に転じました。 

売店・食堂事業は、売上高 2億 71 百万円(前年同期比 7.9％減)、利益面では当部門も

前年同期の営業損失 48 万円から 2百万円の黒字に転じました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ、38 百万円増加し

21,741 百万円となりました。これは主に船隊整備に伴う投資により船舶及び建設仮勘定

が 460 百万円増加し、株価の上昇により投資有価証券が 142 百万円増加した一方、現金

及び預金が 381 百万円減少し、受取手形及び売掛金が 190 百万円減少したことによるも

のです。 

 

負債は、前連結会計年度末に比べ、3 百万円増加し 5,824 百万円となりました。これ

は、主に支払手形及び買掛金が 101 百万円減少し、法人税等の支払いにより未払法人税

等が 133 百万円減少しましたが、賞与支給が第２四半期になるため賞与引当金が 175 百

万円増加し、またその他流動負債が 132 百万円増加したことによるものです。  

  

純資産は、前連結会計年度末に比べ、35 百万円増加し 15,916 百万円となりました。

これは主にその他有価証券評価差額金が 85 百万円増加しましたが、利益剰余金が 48 百

万円減少したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と同じ 63.3%となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

景況感は最悪期を脱し、底を打ったと言われているものの、当社グループを取り巻く

環境は依然厳しいものがあります。今後主要先進国での景気回復の遅れ、燃料油価格の

上昇懸念、フェリー部門で競合する東京湾アクアライン通行料金の再値下げなどいくつ

かの懸念材料がありますが、一方、自動車各社の減産幅縮小に伴う自動車荷動きの回復、

下期以降の需要期における油送船市況の持ち直しなど入出港船舶数の増加に繋がる好材

料も期待できます。 

業績予想につきましては、平成 21 年 5 月 19 日に公表いたしました連結業績予想から

修正は行っておりません。 
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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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　　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。

　　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

　　　差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

　　　業績予測やタックス・プランニングを利用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

　　　該当事項はありません。
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,401,596 5,782,709

受取手形及び売掛金 2,228,688 2,419,300

商品 29,372 26,245

貯蔵品 69,087 66,866

繰延税金資産 166,629 109,894

その他 493,387 419,631

貸倒引当金 △12,098 △12,594

流動資産合計 8,376,663 8,812,053

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,306,670 1,327,114

船舶（純額） 5,141,885 4,836,996

土地 1,327,651 1,327,651

その他（純額） 455,715 301,698

有形固定資産合計 8,231,922 7,793,460

無形固定資産 36,422 41,978

投資その他の資産   

投資有価証券 2,142,444 2,000,389

関係会社株式 1,811,444 1,887,752

繰延税金資産 222,199 252,383

その他 951,531 945,132

貸倒引当金 △31,380 △30,792

投資その他の資産合計 5,096,240 5,054,865

固定資産合計 13,364,586 12,890,304

資産合計 21,741,249 21,702,357

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 846,239 947,767

短期借入金 1,672,706 1,709,370

未払法人税等 160,466 294,097

役員賞与引当金 9,999 40,000

賞与引当金 395,307 220,024

その他 298,544 165,983

流動負債合計 3,383,263 3,377,242

固定負債   

長期借入金 261,843 283,743

退職給付引当金 1,245,891 1,232,767

役員退職慰労引当金 382,754 377,015
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

特別修繕引当金 298,875 303,005

繰延税金負債 193,490 182,898

負ののれん 57,339 63,169

その他 1,302 1,302

固定負債合計 2,441,496 2,443,901

負債合計 5,824,759 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 13,203,783 13,252,162

自己株式 △37,811 △37,456

株主資本合計 13,741,828 13,790,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134,390 48,754

為替換算調整勘定 △108,698 △91,221

評価・換算差額等合計 25,692 △42,467

少数株主持分 2,148,968 2,133,118

純資産合計 15,916,490 15,881,213

負債純資産合計 21,741,249 21,702,357
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,487,153 3,150,063

売上原価 2,771,974 2,439,799

売上総利益 715,178 710,263

販売費及び一般管理費   

販売費 98,878 93,417

一般管理費 488,682 468,191

販売費及び一般管理費合計 587,560 561,608

営業利益 127,618 148,654

営業外収益   

受取利息 4,753 4,306

受取配当金 25,919 25,544

負ののれん償却額 5,830 5,830

持分法による投資利益 38,864 72,179

その他 9,687 11,911

営業外収益合計 85,054 119,772

営業外費用   

支払利息 8,845 7,682

貸倒引当金繰入額 － 1,187

その他 878 579

営業外費用合計 9,723 9,449

経常利益 202,948 258,977

特別利益   

固定資産売却益 － 2,022

特別利益合計 － 2,022

特別損失   

固定資産除却損 － 2,800

ゴルフ会員権評価損 － 500

特別損失合計 － 3,300

税金等調整前四半期純利益 202,948 257,700

法人税、住民税及び事業税 183,534 163,321

法人税等調整額 △36,791 △65,520

法人税等合計 146,742 97,801

少数株主利益又は少数株主損失（△） △34,761 9,062

四半期純利益 90,968 150,836

東京汽船㈱（9193）平成22年3月期　第1四半期決算短信

- 8 -



（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】

前第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    

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21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   2,136,624  741,765    271,673    3,150,063  － 3,150,063  

 (2)セグメント間の内部売上高 2,640      17,989     1,653      22,283     (22,283) －
    又は振替高

計 2,139,264  759,755    273,327    3,172,346  (22,283) 3,150,063  

  営業利益 146,001    264        2,389 148,654    － 148,654    

 (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】

前第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)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日  至 平成21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】

前第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)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日  至 平成21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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