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１. 平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日）

 (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２四半期 4,831 3.7 △195 ― △154 ― △161 ―

21年12月期第２四半期 4,658 ─ △291 ― △269 ― △201 ―

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２四半期 △7 .36 ―

21年12月期第２四半期 △9 .19 ―

 (2) 連結財政状態

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２四半期 7,375 2,567 33.6 112 .93

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２四半期 2,479百万円 21年12月期 2,650百万円

２. 配当の状況

年間配当金

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 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、対前期増減率)

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 10,900 2.0 330 14.8 290 △12.9 120 △47.5 5 .46
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  （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施

中です。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま

す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信

【添付資料】P.04「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・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。 

  

  

４. その他（詳細は、【添付資料】P.04「２.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (社名         )、除外  ─社 (社名         ) 

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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２Ｑ 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２Ｑ 40,577株 21年12月期 38,919株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 21,960,212株 21年12月期２Ｑ 21,963,632株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国需要の拡大を背景に輸出や生産の増加、

設備投資の持ち直しが見られたものの、雇用情勢の低迷やデフレが続き、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、当社グループは、基本理念である「安全運航」の徹底と「良質のサービスの

提供」に努めるとともに、旅客部門は１月下旬より３月下旬に開催された大島の「椿まつり」の集客活

動、春のツアー商品の造成、ジェットフォイルのチャーター営業および臨時航路の充実など営業活動の

強化に取り組んでまいりました。また、貨物部門では引き続き各島関係会社・代理店との連携を強化

し、迅速な営業活動に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高４８億３千１百万円（前年同期４６億５千８

百万円）、営業損失１億９千５百万円（前年同期営業損失２億９千１百万円）、経常損失１億５千４百

万円（前年同期経常損失２億６千９百万円）、四半期純損失１億６千１百万円（前年同期純損失２億１

百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の事業の種類別概況は以下のとおりです。 

≪海運関連事業≫ 

主力の海運関連事業の旅客部門は、第１四半期の３月に天候不順による旅客数の低迷があり、減少分

を挽回するべく第２四半期に入って企画商品・イベントの集客に注力しましたが、全航路での旅客数は

２９万４千人（前年同期３０万人）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１６万４千トン（前年同期１５万７千ト

ン）となりました。 

 この結果、当事業の売上高は、原油価格の上昇に伴う燃料油価格変動調整金の収入増も加わり、３６

億２千６百万円（前年同期３５億１百万円）となりました。費用面でも船舶燃料費が増加しましたが、

燃料消費の効率化に取り組み、また、貨物船の配船の合理化などにより、営業利益は１億５千２百万円

（前年同期営業利益９千６百万円）となりました。 

≪商事料飲事業≫ 

当事業の商事部門は、主力商品であるセメントおよび燃料油の売上が増加しました。一方、費用面で

は料飲部門における人件費削減が寄与し、当事業の売上高は６億５千５百万円（前年同期６億１千２百

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

≪レストラン事業≫ 

東京湾周遊のレストランシップ事業は、婚礼客の増加があり、全クルーズでの利用客数は４万６千人

（前年同期４万４千人）、売上高３億６千１百万円（前年同期３億３千６百万円）となりました。ま

た、人件費をはじめとするコスト削減に努めた結果、営業損失は７千２百万円（前年同期営業損失１億

７百万円）となりました。 

≪ホテル事業≫ 

大島温泉ホテル事業は、第２四半期は企画商品の宿泊客が増加しましたが、第１四半期の団体利用客

の減少を取り戻すことができず、売上高は１億２千６百万円（前年同期１億３千２百万円）、営業利益

４百万円（前年同期営業利益１千万円）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（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≫ 

大島島内のバス部門は、３月の天候不順による利用客の減少がありましたが、大島町の定期路線バス

に対する支援により、売上高は１億３千８百万円（前年同期１億３千５百万円）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９百万円（前年同期営業利益２千１百万円）となりまし

た。 

≪その他の事業≫ 

当事業は、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８千１百万円（前

年同期７千３百万円）、営業利益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２四半期連結会計期間末の総資産は７３億７千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６

千６百万円減少いたしました。その主な要因は、船舶等の減価償却により有形固定資産が１億２千７百

万円減少したことなどによるものです。 

負債は４８億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１千４百万円減少いたしました。その主な要

因は、未払賞与などが８千２百万円、退職給付引当金などの諸引当金が６千２百万円増加したのに対

し、有利子負債の借入金が１億６千４百万円減少したことなどによるものです。 

純資産は２５億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億５千２百万円減少いたしました。

その主な要因は、少数株主持分が１千８百万円増加したのに対し、利益剰余金が１億６千１百万円減少

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、３億７百万円のキャッシュ・インとなりました。その主な内

訳は、資金の増加要因として非資金損益項目である減価償却費３億３百万円、固定資産圧縮損および株

式評価損８千９百万円、諸引当金の増加３千８百万円などが、資金の減少要因である税金等調整前四半

期純損失１億８千１百万円、売上債権の増加額２千１百万円などを上回ったことによるものです。 

（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、４百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは定期預

金の取崩しによる収入２億６百万円に対し、固定資産の取得による支出２億１千２百万円が上回ったこ

とによるものです。 

（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、１億６千５百万円のキャッシュ・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２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて

１億３千７百万円増加し、１５億３千３百万円となりました。 

  

（2）連結財政状態に関する定性的情報
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今後のわが国の経済は、企業の生産・販売活動は回復基調で推移しておりますが、国内のデフレや厳

しい雇用情勢など先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、営業の拡充およびコストの削減を引き続き図ってまいります。 

なお、平成２２年１２月期の通期連結業績予想につきましては、平成２２年５月１２日公表の数値に

変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

① 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。 

② 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。 

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 

 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。 

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２.その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３. 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２四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,835 1,905

受取手形及び営業未収金 1,174 1,152

商品及び製品 47 49

原材料及び貯蔵品 218 220

繰延税金資産 49 18

その他 207 261

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 3,532 3,607

固定資産

有形固定資産

船舶 11,657 11,558

減価償却累計額 △10,487 △10,259

船舶（純額） 1,169 1,298

建物及び構築物 1,187 1,176

減価償却累計額 △1,035 △1,026

建物及び構築物（純額） 152 149

土地 309 309

その他 1,050 1,024

減価償却累計額 △864 △837

その他（純額） 186 187

有形固定資産合計 1,818 1,945

無形固定資産 153 144

投資その他の資産

投資有価証券 1,229 1,207

繰延税金資産 482 463

その他 289 325

貸倒引当金 △129 △152

投資その他の資産合計 1,871 1,845

固定資産合計 3,843 3,935

資産合計 7,375 7,542
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 808 791

短期借入金 1,809 1,960

未払法人税等 9 20

賞与引当金 27 27

その他 677 594

流動負債合計 3,332 3,394

固定負債

長期借入金 217 231

リース債務 10 11

退職給付引当金 1,039 964

役員退職慰労引当金 68 103

特別修繕引当金 139 116

固定負債合計 1,475 1,427

負債合計 4,808 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 701 862

自己株式 △7 △7

株主資本合計 2,486 2,648

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 1

評価・換算差額等合計 △7 1

少数株主持分 87 69

純資産合計 2,567 2,719

負債純資産合計 7,375 7,542
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

海運業収益 3,489 3,611

その他事業収益 1,169 1,220

売上高合計 4,658 4,831

売上原価

海運業費用 3,072 3,106

その他事業費用 1,219 1,275

売上原価合計 4,291 4,382

売上総利益 366 449

販売費及び一般管理費 657 644

営業損失（△） △291 △195

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 8 8

賃貸料 6 6

持分法による投資利益 29 34

その他 7 16

営業外収益合計 53 66

営業外費用

支払利息 27 15

その他 4 9

営業外費用合計 31 25

経常損失（△） △269 △154

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 22

国庫補助金 － 39

特別利益合計 2 61

特別損失

関係会社株式評価損 － 49

固定資産圧縮損 － 39

特別損失合計 － 89

税金等調整前四半期純損失（△） △267 △181

法人税、住民税及び事業税 6 5

法人税等調整額 △69 △44

法人税等合計 △62 △38

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 18

四半期純損失（△） △201 △161
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６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損失（△） △267 △181

減価償却費 350 303

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △69 △34

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △43 22

有形固定資産除却損 0 2

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △0

有形固定資産圧縮損 － 39

関係会社株式評価損 － 49

受取利息及び受取配当金 △10 △9

支払利息 27 15

持分法による投資損益（△は益） △29 △34

売上債権の増減額（△は増加） 219 △21

たな卸資産の増減額（△は増加） 27 3

仕入債務の増減額（△は減少） 43 17

その他 147 102

小計 369 325

利息及び配当金の受取額 11 9

利息の支払額 △28 △16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 14 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー 366 307

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 △104 △25

定期預金の払戻による収入 168 232

長期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 △117 △136

有形固定資産の売却による収入 2 1

無形固定資産の取得による支出 △68 △26

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 △33 △21

貸付金の回収による収入 60 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 10 △4

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 125 100

短期借入金の返済による支出 △108 －

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 △317 △314

リース債務の返済による支出 △0 △1

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 △201 △165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 175 137

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 1,313 1,533
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

(単位：百万円) 
 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６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 

３ 追加情報 

   (前第２四半期連結累計期間) 

(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、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5百万円、商事料飲事業0百万円、消去又は全社が3百万円そ

  れぞれ減少しております。 

  

前第２四半期連結累計期間及び当第２四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

3,489 568 336 131 132 ─ 4,658 ― 4,658

(2) セグメント間の 
    内部売上高 
    又は振替高

12 43 0 0 2 73 133 (133) ―

計 3,501 612 336 132 135 73 4,792 (133) 4,658

営業利益又は 
営業損失(△)

96 22 △107 10 21 2 45 (336) △291

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

3,611 596 360 126 135 0 4,831 ― 4,831

(2) セグメント間の 
    内部売上高 
    又は振替高

14 58 0 0 3 81 158 (158) ―

計 3,626 655 361 126 138 81 4,990 (158) 4,831

営業利益又は 
営業損失(△)

152 24 △72 4 9 4 122 (317) △195

【所在地別セグメント情報】
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前第２四半期連結累計期間及び当第２四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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