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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 8,175 ― 345 ― 326 ― 169 ―
20年12月期第3四半期 9,369 ― 73 ― 124 ― 66 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第3四半期 7.73 ―
20年12月期第3四半期 3.02 ―

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12月期第3四半期 7,796 2,667 33.5 118.93
20年12月期 8,054 2,547 30.7 112.72

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,611百万円 20年12月期  2,476百万円

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  
当社は12月31日を期末配当基準日と定めておりますが、現時点では期末配当予想額は未定であります。 

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

20年12月期 ― ― ― ― 0.00
21年12月期 ― ― ―
21年12月期 

（予想）
― ―

3.  平成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 10,700 △11.1 270 208.3 290 227.4 180 454.1 8.20
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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） 

（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。 

(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、発表日現在の入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、 
実際の業績はこれらの予想数字と異なる場合があります。 
・期末の配当予想につきましては、今後も経営環境に不確定要素が多いため、現段階では前回発表と同様に未定とさせていただきます。なお、予想額は 
第４四半期の状況を見極め速やかに開示いたします。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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12月期第3四半期 22,000,000株 20年12月期  22,000,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  38,557株 20年12月期  34,694株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 21,962,976株 20年12月期第3四半期 21,969,607株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退の影響を受け、設備投資が大

幅に減少し、雇用・所得環境の悪化が続き、一部の産業の輸出や個人消費に回復基調はあるものの、景

気は極めて厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは、基本理念である「安全運航」の徹底と「良質なサービスの

提供」を図るとともに、営業基盤の拡充やコスト削減により、収益力の改善・向上に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高８１億７千５百万円（前年同期９３億６千９

百万円）、営業利益３億４千５百万円（前年同期営業利益７千３百万円）、経常利益３億２千６百万円

（前年同期経常利益１億２千４百万円）、四半期純利益１億６千９百万円（前年同期純利益６千６百万

円）となりました。 

  

事業の種類別概況 

≪海運関連事業≫ 

当事業の旅客部門は、第１四半期は天候不順により旅客数が低迷しましたが、第２四半期は天候も安

定し企画商品・イベントの集客が好調に推移したこともあり、減少分を挽回することができました。ま

た、第３四半期は夏季を迎え集客は好調でありましたが、多客時に発生した台風の影響があり、旅客数

は前年同期並みとなりました。この結果、全航路での旅客数は６８万６千人（前年同期６８万１千人）

となりました。一方、貨物部門においては、公共工事関連資材の輸送の漸減傾向が続き、貨物取扱量は

全島で２３万５千トン（前年同期２４万１千トン）に止まりました。 

 原油価格の低下に伴い燃料油価格変動調整金が減少したため、当事業の売上高は６０億６千万円（前

年同期７０億６千１百万円）となりましたが、費用面では船舶燃料費が大幅に減少し、また貨物作業の

合理化等コスト削減を図った結果、営業利益は７億９千１百万円（前年同期営業利益５億４千１百万

円）となりました。 

≪商事料飲事業≫ 

当事業の商事部門は、燃料油の販売単価が値下がりし、また料飲部門での不採算施設の閉鎖や東京湾

納涼船の料理売上が減少したことにより、当事業の売上高は１２億２千２百万円（前年同期１４億２千

５百万円）、営業利益は９千１百万円（前年同期営業利益９千２百万円）となりました。 

≪レストラン事業≫ 

東京湾周遊のレストラン事業は、全クルーズでの利用客数は８万２千人（前年同期８万人）と増加し

ましたが、客単価の高いディナータイムクルーズ利用客の減少が影響し、売上高は６億２千６百万円

（前年同期６億５千３百万円）、営業損失は７千１百万円（前年同期営業損失６千５百万円）となりま

した。 

≪ホテル事業≫ 

大島温泉ホテルは、多客時における天候不順により宿泊客数は減少しましたが、昼食利用団体客数と

温泉利用客数が増加しました。この結果、当事業の売上高は１億９千２百万円（前年同期１億９千５百

万円）となりました。一方、費用面では人件費および修繕費が減少し、営業利益は１千４百万円（前年

同期営業利益７百万円）となりました。 

【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
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≪旅客自動車運送事業≫ 

大島島内でのバス部門は、企画商品の利用客数の増加と大島町の定期路線バスに対する支援により、

当事業の売上高は１億８千７百万円（前年同期１億８千４百万円）、営業利益は１千３百万円（前年同

期営業利益２百万円）となりました。 

≪その他の事業≫ 

ジェットフォイル３隻の整備を中心とした船舶修理事業です。売上高は１億１千７百万円（前年同期

１億１千５百万円）、営業利益は４百万円（前年同期営業利益２百万円）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は７７億９千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ

２億５千８百万円減少いたしました。その主な要因は、現金及び預金などの流動資産が２億４千９百万

円増加したのに対し、船舶等の減価償却などによる固定資産が５億７百万円減少したことによるもので

す。 

負債は５１億２千８百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億７千８百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、借入金が７億６千３百万円減少したのに対し、仕入債務などが４億３千３百万円増加し

たことによるものです。 

純資産は２６億６千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億１千９百万円増加いたしました。

利益剰余金の増加１億６千９百万円などによるものです。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１４億５千９百万円のキャッシュ・インとなりました。その

主な要因は、税金等調整前四半期純利益３億２千８百万円、非資金損益項目である減価償却費５億３千

２百万円、売上債権の減少額２億９千９百万円などによるものです。 

（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、３千３百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは固

定資産の取得による支出２億７千９百万円が、手元流動性の取崩しによる収入１億６千１百万円及び貸

付金回収による収入７千６百万円などを上回ったためです。 

（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、７億６千５百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これ

は主として借入金の返済などによるものです。 
  

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に

比べて６億６千万円増加し、１７億９千７百万円となりました。 

  
  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期累計期間の業績につきましては、ほぼ期初の年度計画に沿った推移をしておりますの

で、平成２１年１２月期の通期連結業績予想につきましては、平成２１年８月１２日公表の数値に変更

ありません。 

  
  
  

 該当事項はありません。 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略したものがありますが、第２

四半期連結会計期間末の実地棚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。 

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 経過勘定項目の算定方法 

 固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計

上する方法によっております。 

④ 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 

 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。 

 
       これによる損益に与える影響はありません。 

 
 当連結会計年度の第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理

(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

 (会計方針の変更)

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益

性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

  なお、これによる損益に与える影響はありません。

② リース取引に関する会計基準の適用

 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 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 企業会計基準適用指針第16号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

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

更し、リース資産として計上しております。

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっ

ております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。

③ 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

東海汽船㈱　（９１７３）　平成21年12月期　第３四半期決算短信

5 / 12

a-nakamura
tokai-logo




① 有形固定資産の耐用年数の変更 

 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、第１四半期連

結会計期間より、機械装置については改正後の資産区分及び法定耐用年数に基づく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軽微であります。 

② 退職給付引当金の退職給付における数理計算上の差異の償却年数の変更 

 退職給付における数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による按分額を費用処理しておりましたが、従業員の平均残存勤務期間の再検討を行った結果、第1四半期

連結会計期間より数理計算上の差異の償却年数を10年に変更しております。 

 この変更に伴い、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ 

れ13百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 

(4) 追加情報
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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：百万円)

当第３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,304 1,644

受取手形及び営業未収金 980 1,275

商品 55 56

貯蔵品 224 221

繰延税金資産 50 52

その他流動資産 125 244

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 3,740 3,490

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 1,422 1,762

建物及び構築物（純額） 155 170

土地 309 309

その他（純額） 197 142

建設仮勘定 － 25

有形固定資産合計 2,086 2,410

無形固定資産 142 76

投資その他の資産   

投資有価証券 1,178 1,235

長期貸付金 － 22

繰延税金資産 472 482

その他 322 485

貸倒引当金 △146 △148

投資その他の資産合計 1,827 2,076

固定資産合計 4,055 4,563

資産合計 7,796 8,054
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(単位：百万円)

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 828 775

短期借入金 2,022 2,632

未払法人税等 134 23

賞与引当金 108 27

その他流動負債 635 397

流動負債合計 3,730 3,856

固定負債   

長期借入金 252 406

リース債務 12 －

退職給付引当金 928 900

役員退職慰労引当金 105 169

特別修繕引当金 99 174

固定負債合計 1,398 1,650

負債合計 5,128 5,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100 1,100

資本剰余金 693 693

利益剰余金 804 634

自己株式 △7 △7

株主資本合計 2,589 2,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 55

評価・換算差額等合計 21 55

少数株主持分 55 71

純資産合計 2,667 2,547

負債純資産合計 7,796 8,054
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高  

海運業収益 6,034

その他事業収益 2,140

売上高合計 8,175

売上原価  

海運業費用 4,729

その他事業費用 2,096

売上原価合計 6,826

売上総利益 1,348

一般管理費 1,003

営業利益 345

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 8

賃貸料 9

その他 10

営業外収益合計 30

営業外費用  

支払利息 38

持分法による投資損失 5

その他 5

営業外費用合計 49

経常利益 326

特別利益  

貸倒引当金戻入益 2

特別利益合計 2

税金等調整前四半期純利益 328

法人税、住民税及び事業税 137

法人税等調整額 28

法人税等合計 166

少数株主損失（△） △7

四半期純利益 169
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 328

減価償却費 532

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 80

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △75

有形固定資産除却損 0

有形固定資産売却損益（△は益） △1

受取利息及び受取配当金 △10

支払利息 38

持分法による投資損益（△は益） 5

売上債権の増減額（△は増加） 299

たな卸資産の増減額（△は増加） 5

仕入債務の増減額（△は減少） 53

その他 263

小計 1,481

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △37

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 4

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,459

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △106

定期預金の払戻による収入 168

長期性預金の払戻による収入 100

有形固定資産の取得による支出 △207

有形固定資産の売却による収入 3

無形固定資産の取得による支出 △71

投資有価証券の売却による収入 4

貸付けによる支出 △35

貸付金の回収による収入 111

投資活動によるキャッシュ・フロー △33

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 725

短期借入金の返済による支出 △1,217

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △471

リース債務の返済による支出 △1

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 660

現金及び現金同等物の期首残高 1,132

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,797
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 当連結会計年度の第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

(単位：百万円) 
 

 (注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な事業内容 

(1) 海運関連事業 ……………… 旅客・貨物の定期航路等・海運業代理店業 

(2) 商事料飲事業 ……………… 船内・船客待合所内での売店食堂、建設資材・生活必需品の供給 

(3) レストラン事業 …………… レストランシップの経営 

(4) ホテル事業 ………………… 大島でのホテル経営 

(5) 旅客自動車運送事業 ……… 大島島内でのバスの運行 

(6) その他の事業 ……………… ジェットフォイルを中心とした船体、機関の整備及び修理 

  （追加情報） 

退職給付引当金の退職給付における数理計算上の差異の償却年数の変更 

 退職給付における数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による按分額を費用処理しておりましたが、従業員の平均残存勤務期間の再検討を行った結果、第1四半期

連結会計期間より数理計算上の差異の償却年数を10年に変更しております。 

 この変更に伴い、営業利益が海運関連事業が8百万円、商事料飲事業0百万円、消去又は全社が5百万円それぞ

れ減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため記載しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高はないため、記載しておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

海運
関連事業

商事 
料飲事業

レストラン
事業

ホテル
事業

旅客自動車
運送事業

その他の
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

6,034 1,143 625 191 179 ─ 8,175 ― 8,175

(2) セグメント間の 
    内部売上高 
    又は振替高

25 78 1 0 7 117 230 (230) ―

計 6,060 1,222 626 192 187 117 8,406 (230) 8,175

営業利益又は 
営業損失(△)

791 91 △71 14 13 4 843 (498) 345

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

 前第３四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日

至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高

   海運業収益 7,036

   その他事業収益 2,332 9,369

Ⅱ 売上原価

   海運業費用 6,007

   その他事業費用 2,317 8,324

    売上総利益 1,045

Ⅲ 一般管理費 971

    営業利益 73

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 4

   受取配当金 8

   持分法による投資利益 73

   その他営業外収益 35 122

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 62

   その他営業外費用 9 71

    経常利益 124

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入益 8

   過年度損益修正益 5 13

Ⅶ 特別損失

   貸倒引当金繰入額 8 8

  税金等調整前
130

   四半期純利益

   税金費用 57

   少数株主利益 6

  四半期純利益 66
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