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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,442 △9.1 346 2.2 522 4.3 579 139.1
21年3月期第2四半期 7,088 ― 338 ― 501 ― 242 ―

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2四半期 58.22 ―
21年3月期第2四半期 24.35 ―

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2四半期 21,766 16,014 69.6 1,521.37
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2四半期  15,153百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  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2四半期  9,960,457株 21年3月期第2四半期  9,961,912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 2四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出や生産など一部が持ち直したもの

の、企業の厳しい収益状況を背景に設備投資は減少し、雇用情勢の悪化、可処分所得

の低下から個人消費も弱く回復とは言えない状況にあります。 

こうした環境下、当社グループの業況は、主力の曳船事業の売上減少によって売上

高は 6,442 百万円(前年同期比 9.1％減)となったものの、営業利益はフェリー部門以

外の旅客船事業が好調に推移、加えて燃料費の下落や経費削減効果があり、346 百万

円(前年同期比 2.2％増)と若干の増益となりました。 

事業部門別にみますと、曳船事業は、東京湾入出港船舶数が自動車専用船、鉱石船

を中心に大幅に減少し、それに伴い作業数が減少して売上高が 4,296 百万円(前年同

期比 12.4％減)、営業利益は 222 百万円(前年同期比 47.9％減)となりました。 

旅客船事業は、フェリー部門において競合するアクアラインの通行料金が 8 月から

再値下げ(乗用車全日 800 円)となり大幅減収となりました。一方横浜港の観光船、交

通船部門は横浜開港 150 周年記念事業開催による乗降客増加、工事警戒船作業等の収

入増が寄与して増益となりました。この結果合計で売上高は 1,626 百万円(前年同期

比 0.1%増)、利益面で前年同期の営業損失 84 百万円から 122 百万円の黒字に転じまし

た。 

売店・食堂事業は、売上高 519 百万円(前年同期比 6.8％減)、利益面では前年同期

の営業損失 2 百万円から 1百万円の黒字に転じました。 

当社グループの四半期純利益は当社において、投資政策上の理由により投資有価証

券の一部売却と関係会社２社の清算に伴う特別利益が発生し、579 百万円(前年同期比

139.1％増)となりました。 

  

２．財政状態の分析 

当第 2四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、64 百万円増加し

21,766 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が増加した

一方、現金及び預金、受取手形及び売掛金が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、68 百万円減少し 5,752 百万円となりました。

これは、主に支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少した一方、その他流動負債や

負ののれんが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、132 百万円増加し 16,014 百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金や少数株主持分が変動したことやその他有価証券評価差額

金が増加した一方、為替換算調整勘定が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に比べ 6.3%増加し 69.6%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 

第 3四半期以降につきましては、世界的な景気の底入れ、特に中国、アジア地域の

景気回復を反映した荷動きの回復から入出港船舶数の増加が期待出来る反面、燃料油

価格の上昇、高速道路無料化への流れなどいくつかの懸念材料があります。 

このような見通しのもと、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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,510,216 5,782,709

受取手形及び売掛金 2,285,503 2,419,300

有価証券 399,858 －

商品 26,571 26,245

貯蔵品 77,427 66,866

繰延税金資産 104,873 109,894

その他 441,182 419,631

貸倒引当金 △12,406 △12,594

流動資産合計 8,833,227 8,812,053

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,312,415 1,327,114

船舶（純額） 5,310,809 4,836,996

土地 1,327,651 1,327,651

その他（純額） 224,380 301,698

有形固定資産合計 8,175,257 7,793,460

無形固定資産 33,392 41,978

投資その他の資産   

投資有価証券 1,644,531 2,000,389

関係会社株式 1,805,204 1,887,752

繰延税金資産 188,878 252,383

その他 1,117,739 945,132

貸倒引当金 △31,317 △30,792

投資その他の資産合計 4,725,036 5,054,865

固定資産合計 12,933,686 12,890,304

資産合計 21,766,914 21,702,357

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 817,766 947,767

短期借入金 1,705,203 1,709,370

未払法人税等 219,480 294,097

役員賞与引当金 20,000 40,000

賞与引当金 215,879 220,024

その他 345,658 165,983

流動負債合計 3,323,988 3,377,242

固定負債   

長期借入金 238,375 283,743

退職給付引当金 1,182,478 1,232,767
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

役員退職慰労引当金 356,275 377,015

特別修繕引当金 319,793 303,005

繰延税金負債 186,612 182,898

負ののれん 144,065 63,169

その他 1,302 1,302

固定負債合計 2,428,902 2,443,901

負債合計 5,752,891 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 14,680,106 13,252,162

自己株式 △37,811 △37,456

株主資本合計 15,218,152 13,790,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,886 48,754

為替換算調整勘定 △146,026 △91,221

評価・換算差額等合計 △65,139 △42,467

少数株主持分 861,010 2,133,118

純資産合計 16,014,022 15,881,213

負債純資産合計 21,766,914 21,702,357
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,088,881 6,442,386

売上原価 5,586,325 4,969,556

売上総利益 1,502,556 1,472,829

販売費及び一般管理費   

販売費 195,367 179,102

一般管理費 968,349 947,529

販売費及び一般管理費合計 1,163,717 1,126,631

営業利益 338,839 346,198

営業外収益   

受取利息 11,868 8,234

受取配当金 35,355 34,931

負ののれん償却額 11,661 14,034

持分法による投資利益 99,157 118,117

その他 25,507 22,402

営業外収益合計 183,551 197,719

営業外費用   

支払利息 19,463 16,675

貸倒引当金繰入額 323 1,125

その他 1,565 3,294

営業外費用合計 21,351 21,095

経常利益 501,039 522,823

特別利益   

固定資産売却益 － 117,520

特別修繕引当金戻入額 1,897 12,634

受取保険金 5,255 －

投資有価証券売却益 － 172,612

関係会社清算益 － 91,190

特別利益合計 7,153 393,958

特別損失   

役員退職慰労金 51,500 3,000

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 51,500 6,300

税金等調整前四半期純利益 456,692 910,481

法人税、住民税及び事業税 284,459 237,846

法人税等調整額 31,332 50,210

法人税等合計 315,791 288,057

少数株主利益又は少数株主損失（△） △101,672 42,487

四半期純利益 242,572 579,936
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（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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９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   4,906,658  1,625,291  556,932    7,088,881  － 7,088,881  

 (2)セグメント間の内部売上高 4,560      37,662     5,120      47,342     (47,342) －
    又は振替高

計 4,911,218  1,662,953  562,052    7,136,224  (47,342) 7,088,881  

  営業利益又は営業損失（△） 426,503    △84,811 △2,852 338,839    － 338,839    

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９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   4,296,615  1,626,526  519,244    6,442,386  － 6,442,386  

 (2)セグメント間の内部売上高 5,280      35,273     3,560      44,114     (44,114) －
    又は振替高

計 4,301,895  1,661,799  522,805    6,486,500  (44,114) 6,442,386  

  営業利益 222,204    122,972    1,021      346,198    － 346,198    

 (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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日  至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日  至 平成21年９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

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日)

　　　当第２四半期連結会計期間において、株式を一部追加取得した連結子会社を通して間接所有してい

　　る孫会社（連結対象会社）が過年度に計上した欠損金は、従前よりその全額を当社が負担する状況に

　　ありましたが、連結子会社株式の一部追加取得に際しては、当該状況が解消される前提で売買価格が

　　決定されました。そのため、当第２四半期連結会計期間より、孫会社が過年度に計上した欠損金を持

　　分比率に応じて少数株主に負担させております。この結果、当社の間接所有持分が変動し、利益剰余

　　金が1,047,222千円増加いたしました。
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