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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 2,429 2.6 △71 ― △76 ― △82 ―
21年12月期第1四半期 2,367 △11.2 △87 ― △114 ― △116 ―

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12月期第1四半期 △3.75 ―
21年12月期第1四半期 △5.32 ―

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12月期第1四半期 7,508 2,646 34.2 116.78
21年12月期 7,542 2,719 35.1 120.70

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,564百万円 21年12月期  2,650百万円

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

21年12月期 ― ― ― ― 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

4,900 5.2 △300 ― △270 ― △220 ― △10.02

通期 10,900 2.0 330 14.8 290 △12.9 120 △47.5 5.46
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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
当社最多客期の第３四半期以降、状況を見極め速やかに開示いたします。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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12月期第1四半期 22,000,000株 21年12月期  22,000,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  39,569株 21年12月期  38,919株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 21,960,756株 21年12月期第1四半期 21,965,044株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済対策等により、一部に景気の回復が

見られたものの、設備投資の抑制、雇用情勢や個人消費の低迷が続くなど、依然として厳しい状況で推

移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの旅客部門は１月下旬より３月下旬にかけ開催された大島のビ

ッグイベント「椿まつり」の集客活動を中心に取り組んでまいりました。また、貨物部門では引き続き

集荷に遺漏がないように努めました。 

この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高２４億２千９百万円（前年同期２３億６千７百万

円）、営業損失７千１百万円（前年同期営業損失８千７百万円）、経常損失７千６百万円（前年同期経

常損失１億１千４百万円）となりました。これに税金費用などを計上した後の四半期純損失は８千２百

万円（前年同期純損失１億１千６百万円）となりました。 

  

事業の種類別概況 

≪海運関連事業≫ 

主力の海運関連事業の旅客部門は、２月までは天候不順ながら安定した就航ができ、各航路とも好調

でありましたが、３月に入って連続して発生した低気圧のため欠航便が多く、全航路での旅客数は１５

万３千人（前年同期１５万６千人）に止まりました。貨物部門においては、一部の島において公共工事

関連資材の輸送が増加したことにより、貨物取扱量は全島で８万８千トン（前年同期８万１千トン）と

なりました。一方、費用面では原油価格が上昇したため、船舶燃料費が増加いたしました。この結果、

当事業の売上高は１７億８千８百万円（前年同期１７億４千４百万円）、営業利益１億２千５百万円

（前年同期営業利益１億２千３百万円）となりました。 

≪商事料飲事業≫ 

商事部門は、主力商品であるセメントの販売が好調に推移いたしました。また、料飲部門における人

件費削減も功を奏し、当事業の売上高は３億８千万円（前年同期３億４千９百万円）、営業利益１千８

百万円（前年同期営業利益１千５百万円）となりました。 

≪レストラン事業≫ 

東京湾周遊のレストランシップ事業は、客単価の高い婚礼・ディナータイムクルーズの利用客が増加

したため、全クルーズでの利用客数は１万６千人（前年同期１万５千人）となり、売上高１億３千１百

万円（前年同期１億２千７百万円）、営業損失７千９百万円（前年同期営業損失９千９百万円）となり

ました。 

≪ホテル事業≫ 

大島温泉ホテル事業は、団体利用客の減少により宿泊客・休憩客数がともに低迷し、当事業の売上高

は８千万円（前年同期９千万円）、営業利益９百万円（前年同期営業利益１千７百万円）となりまし

た。 

≪旅客自動車運送事業≫ 

大島島内のバス部門は、３月は天候が安定せず利用客が減少しましたが、大島町の定期路線バスに対

する支援により、売上高は８千６百万円（前年同期８千６百万円）となりました。費用面では車両関係

費用等の増加があり、営業利益１千６百万円（前年同期営業利益２千３百万円）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３千８百万円（前年同期３千

６百万円）、営業利益０百万円（前年同期営業利益１百万円）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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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は７５億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３千３百万

円減少いたしました。その主な要因は、受取手形及び営業未収金が２億円増加したのに対し、現金及び

預金が１億７千９百万円、船舶等の減価償却による有形固定資産が７千万円それぞれ減少したことなど

によるものです。 

負債は４８億６千２百万円となり、前連結会計年度末と比べて３千９百万円増加いたしました。その

主な要因は、借入金が６千９百万円、支払手形及び営業未払金が２千８百万円それぞれ減少したのに対

し、賞与引当金が８千１百万円、退職給付引当金などが３千６百万円それぞれ増加したことなどによる

ものです。 

純資産は２６億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千３百万円減少いたしました。その

主な要因は、少数株主持分が１千２百万円増加したのに対し、利益剰余金が８千２百万円減少したこと

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、１千６百万円のキャッシュ・インとなりました。その主な要

因は、資金の増加として非資金損益項目である減価償却費１億４千７百万円、その他の資産・負債の増

加額など１億８千５百万円です。また、資金の減少として税金等調整前四半期純損失７千６百万円、仕

入債務・売上債権の減少２億２千８百万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、２千７百万円のキャッシュ・アウトとなりました。その主な

要因は、固定資産の取得による支出１億２千４百万円が、手元流動性の取崩しによる収入９千７百万円

を上回ったことなどによるものです。 

（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、７千万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは主とし

て借入金の返済によるものです。 

以上の結果、当第１四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８千１百万円減少し、１３億１千４百万円となりました。 

  

  

今後の見通しにつきましては、景気及び雇用情勢への不安感等を背景に個人消費の低迷が続くなど先

行きの経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと思われますが、より一層の売上の拡大、コストの削

減に努め、予想数値の達成に全力をあげてまいります。 

なお、本資料に記載されている平成２２年１２月期第２四半期累計期間及び通期の業績につきまして

は、平成２２年２月１２日付発表「平成２１年１２月期決算短信」の記載から変更はありません。 

  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

東海汽船㈱（９１７３）　平成22年12月期　第１四半期決算短信

4 / 11

a-nakamura
tokai-logo




該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連

結会計年度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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

(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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,726 1,905

受取手形及び営業未収金 1,353 1,152

商品及び製品 47 49

原材料及び貯蔵品 200 220

繰延税金資産 44 18

その他 215 261

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 3,586 3,607

固定資産

有形固定資産

船舶 11,575 11,558

減価償却累計額 △10,373 △10,259

船舶（純額） 1,202 1,298

建物及び構築物 1,187 1,176

減価償却累計額 △1,029 △1,026

建物及び構築物（純額） 157 149

土地 309 309

その他 1,055 1,024

減価償却累計額 △850 △837

その他（純額） 205 187

有形固定資産合計 1,875 1,945

無形固定資産 159 144

投資その他の資産

投資有価証券 1,248 1,207

繰延税金資産 468 463

その他 321 325

貸倒引当金 △151 △152

投資その他の資産合計 1,887 1,845

固定資産合計 3,922 3,935

資産合計 7,508 7,542
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 763 791

短期借入金 1,879 1,960

未払法人税等 23 20

賞与引当金 108 27

その他 643 594

流動負債合計 3,418 3,394

固定負債

長期借入金 242 231

リース債務 10 11

退職給付引当金 1,000 964

役員退職慰労引当金 63 103

特別修繕引当金 126 116

固定負債合計 1,443 1,427

負債合計 4,862 4,822

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 780 862

自己株式 △7 △7

株主資本合計 2,566 2,648

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 1

評価・換算差額等合計 △1 1

少数株主持分 82 69

純資産合計 2,646 2,719

負債純資産合計 7,508 7,542
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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：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

海運業収益 1,737 1,780

その他事業収益 630 649

売上高合計 2,367 2,429

売上原価

海運業費用 1,452 1,472

その他事業費用 669 695

売上原価合計 2,121 2,168

売上総利益 246 261

販売費及び一般管理費 333 332

営業損失（△） △87 △71

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 1 1

賃貸料 3 3

その他 1 4

営業外収益合計 7 9

営業外費用

支払利息 14 8

持分法による投資損失 17 2

その他 2 4

営業外費用合計 34 14

経常損失（△） △114 △76

税金等調整前四半期純損失（△） △114 △76

法人税、住民税及び事業税 7 20

法人税等調整額 △1 △27

法人税等合計 5 △6

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 12

四半期純損失（△） △116 △82
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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)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △114 △76

減価償却費 170 147

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 81 81

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △76 △39

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △1 9

有形固定資産除却損 0 0

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

受取利息及び受取配当金 △2 △2

支払利息 14 8

持分法による投資損益（△は益） 17 2

売上債権の増減額（△は増加） △160 △200

たな卸資産の増減額（△は増加） 24 21

仕入債務の増減額（△は減少） △89 △28

その他 154 77

小計 △12 36

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 △14 △8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △23 △13

営業活動によるキャッシュ・フロー △47 16

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 △102 △22

定期預金の払戻による収入 168 120

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 △67 △67

無形固定資産の取得による支出 △17 △7

投資有価証券の取得による支出 － △49

投資有価証券の売却による収入 4 －

貸付けによる支出 △21 △21

貸付金の回収による収入 23 20

投資活動によるキャッシュ・フロー 86 △27

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 25 100

短期借入金の返済による支出 △83 －

長期借入れによる収入 100 50

長期借入金の返済による支出 △121 △219

リース債務の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △80 △70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41 △81

現金及び現金同等物の期首残高 1,132 1,396

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 1,095 1,314
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該当事項はありません。 

  

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

(単位：百万円) 
 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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 

３ 追加情報 

   (前第１四半期連結累計期間) 

(1）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、当 

  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2百万円、商事料飲事業0百万円、消去又は全社が1百万円そ

  れぞれ減少しております。 

  

前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間については、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。 

  

(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

1,737 327 127 90 84 ─ 2,367 ― 2,367

(2) セグメント間の 
    内部売上高 
    又は振替高

6 21 0 0 1 36 66 (66) ―

計 1,744 349 127 90 86 36 2,434 (66) 2,367

営業利益又は 
営業損失(△)

123 15 △99 17 23 1 82 (169) △87

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

1,780 351 131 80 85 ─ 2,429 ― 2,429

(2) セグメント間の 
    内部売上高 
    又は振替高

7 28 0 0 1 38 76 (76) ―

計 1,788 380 131 80 86 38 2,506 (76) 2,429

営業利益又は 
営業損失(△)

125 18 △79 9 16 0 91 (163) △71

【所在地別セグメント情報】
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前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間については、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。 

  

【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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