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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 9,595 △10.0 412 △29.8 686 △17.1 773 52.5
21年3月期第3四半期 10,665 ― 587 ― 828 ― 507 ―

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3四半期 77.64 ―
21年3月期第3四半期 50.92 ―

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

22年3月期第3四半期 21,745 16,210 70.4 1,537.59
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3四半期  15,314百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期  9,960,457株 21年3月期第3四半期  9,961,597株
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【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 3四半期連結累計期間の世界経済は、中国やインドなど新興国では回復基調が

見られたものの、わが国経済は需給バランスが崩れ、デフレが定着して個人消費は低

迷を続け、雇用・所得など極めて厳しい経済環境となりました。 

こうした状況下、当社グループの業況は、売上高が9,595百万円(前年同期比10.0％

減)、営業利益については 412 百万円(前年同期比 29.8％減)と経済回復の遅れを反映

して厳しい数字となりました。 

事業部門別にみますと、主力の曳船事業は、入出港船舶数の低迷の結果、売上高は

6,562 百万円(前年同期比 11.5％減)、営業利益は 362 百万円(前年同期比 46.9％減)

となりました。 

旅客船事業は、フェリー部門はアクアラインの通行料金再値下げの直撃を受け下期

に入り徒歩客は比較的堅調な動きをみせたものの、車両収入が落ち込む結果となりま

した。一方観光船部門は横浜港開港 150 周年記念事業終了の影響はみられたものの、

新たな営業企画が奏効し若干の増収となり、交通船部門も併せた旅客船事業全体の売

上高は 2,267 百万円(前年同期比 5.7%減）となりました。利益面では前年同期の営業

損失から 54 百万円の黒字に転じました。 

売店・食堂事業は、フェリー部門と概ね連動する形で、売上高 765 百万円(前年同

期比 9.7％減)、営業損失 4百万円となりました。 

当社グループの四半期純利益は当社および連結子会社の一部において、経営政策上

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、773 百万円(前年同期比 52.5％増)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第 3 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、43 百万円増加

し 21,745 百万円となりました。これは主に曳船事業における船隊整備に伴う投資に

より船舶が増加しましたが、経営政策上の理由による投資有価証券の売却や関係会社

株式の清算により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、286 百万円減少し 5,534 百万円となりました。

これは、主に法人税等や夏季賞与の支払いにより未払法人税等や賞与引当金が減少し、

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、329 百万円増加し 16,210 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、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 7.1%増加し 70.4%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 

通期の連結業績予想につきましては、曳船事業の売上高、営業利益、経常利益は、

厳しい経済環境のなか概ね予想通りの見通しとなりますが、当期純利益は、経営政策

上の理由による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、予想を上回る見通しであります。 

一方旅客船事業の内、フェリー部門に関しては下期以降８月のアクアライン通行料

金再値下げの影響が深刻になってきており、現在中長期合理化計画案を策定中であり

ます。 

従いまして、連結業績全体の収支見通しが困難な状況にあります。現時点では同計

画案は確定しておらず、通期連結業績予想数値の修正はいたしませんが、今後、業績

予想の開示が可能な状況となった時点で速やかに開示する予定です。 
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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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,673,232 5,782,709

受取手形及び売掛金 2,364,583 2,419,300

有価証券 399,928 －

商品 38,059 26,245

貯蔵品 86,176 66,866

繰延税金資産 37,137 109,894

その他 429,355 419,631

貸倒引当金 △12,554 △12,594

流動資産合計 9,015,917 8,812,053

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,289,632 1,327,114

船舶（純額） 5,270,968 4,836,996

土地 1,327,651 1,327,651

その他（純額） 67,395 301,698

有形固定資産合計 7,955,648 7,793,460

無形固定資産 30,361 41,978

投資その他の資産   

投資有価証券 1,569,748 2,000,389

関係会社株式 1,881,614 1,887,752

繰延税金資産 205,819 252,383

その他 1,115,107 945,132

貸倒引当金 △28,842 △30,792

投資その他の資産合計 4,743,446 5,054,865

固定資産合計 12,729,456 12,890,304

資産合計 21,745,373 21,702,357
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 933,433 947,767

短期借入金 1,688,537 1,709,370

未払法人税等 4,378 294,097

役員賞与引当金 30,000 40,000

賞与引当金 81,407 220,024

その他 399,613 165,983

流動負債合計 3,137,369 3,377,242

固定負債   

長期借入金 223,675 283,743

退職給付引当金 1,175,844 1,232,767

役員退職慰労引当金 363,594 377,015

特別修繕引当金 317,051 303,005

繰延税金負債 180,019 182,898

負ののれん 135,861 63,169

その他 1,302 1,302

固定負債合計 2,397,349 2,443,901

負債合計 5,534,719 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 14,873,477 13,252,162

自己株式 △37,811 △37,456

株主資本合計 15,411,523 13,790,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,373 48,754

為替換算調整勘定 △134,304 △91,221

評価・換算差額等合計 △96,931 △42,467

少数株主持分 896,062 2,133,118

純資産合計 16,210,654 15,881,213

負債純資産合計 21,745,373 21,702,357
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,665,586 9,595,681

売上原価 8,340,775 7,519,319

売上総利益 2,324,810 2,076,362

販売費及び一般管理費   

販売費 296,013 268,948

一般管理費 1,441,348 1,394,740

販売費及び一般管理費合計 1,737,361 1,663,688

営業利益 587,449 412,673

営業外収益   

受取利息 18,090 12,503

受取配当金 52,975 47,030

負ののれん償却額 17,492 22,238

持分法による投資利益 150,303 185,805

その他 33,341 36,340

営業外収益合計 272,203 303,918

営業外費用   

支払利息 28,126 24,433

貸倒引当金繰入額 825 1,099

その他 2,458 4,103

営業外費用合計 31,409 29,637

経常利益 828,242 686,954

特別利益   

固定資産売却益 － 181,979

特別修繕引当金戻入額 34,235 12,634

受取保険金 5,255 －

投資有価証券売却益 24,000 172,918

関係会社清算益 － 170,985

ゴルフ会員権売却益 － 1,034

特別利益合計 63,491 539,551

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

ゴルフ会員権売却損 － 628

特別損失合計 51,500 6,928

税金等調整前四半期純利益 840,233 1,219,578

法人税、住民税及び事業税 368,099 249,104

法人税等調整額 91,507 117,820

法人税等合計 459,607 366,925

少数株主利益又は少数株主損失（△） △126,597 79,344

四半期純利益 507,224 773,308
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年12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

   売    上    高

 (1)外部顧客に対する売上高   7,412,224  2,405,037  848,325    10,665,586 － 10,665,586 

 (2)セグメント間の内部売上高 6,450      59,017     6,790      72,258     (72,258) －
    又は振替高

計 7,418,674  2,464,055  855,115    10,737,845 (72,258) 10,665,586 

  営業利益又は営業損失（△） 682,478    △95,444 414        587,449    － 587,449    

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年12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

   売    上    高

 (1)外部顧客に対する売上高   6,562,921  2,267,140  765,619    9,595,681  － 9,595,681  

 (2)セグメント間の内部売上高 7,920      52,070     5,020      65,011     (65,011) －
    又は振替高

計 6,570,841  2,319,211  770,640    9,660,693  (65,011) 9,595,681  

  営業利益又は営業損失（△） 362,336    54,865     △4,527 412,673    － 412,673    

 (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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日)

　　　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、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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