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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 9,815 2.3 789 91.2 1,073 56.2 858 11.0
22年3月期第3四半期 9,595 △10.0 412 △29.8 686 △17.1 773 52.5

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

23年3月期第3四半期 86.21 ―
22年3月期第3四半期 77.64 ―

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

23年3月期第3四半期 21,820 16,087 70.3 1,540.72
22年3月期 20,984 15,517 70.7 1,489.31

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  15,341百万円 22年3月期  14,833百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想） 15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 12,727 0.9 782 64.7 1,093 34.9 878 323.5 88.16



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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】3ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 10,010,000株 22年3月期  10,010,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  52,450株 22年3月期  49,868株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  9,958,841株 22年3月期3Q  9,960,457株
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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 

当第 3四半期連結累計期間(平成 22 年 4 月 1日～12 月 31 日迄)のわが国経済は、景気

後退局面が底を打ち、政府の補助による耐久消費財販売増が寄与し、個人消費は伸長し

ましたが、全体的には依然として厳しい雇用・所得環境を反映して先行き不透明な状況

が続きました。 

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が回復基調にあり、

グループ全体の売上高は 9,815 百万円(前年同期比 2.3％増）、営業利益は 789 百万円(前

年同期比 91.2％増)、経常利益は 1,073 百万円(前年同期比 56.2％増)、四半期純利益は

858 百万円(前年同期比 11.0％増）となりました。 

 

  セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

 

 曳船事業 

曳船事業は、東京湾入出港船舶数が自動車専用船、コンテナ船、鉱石船を中心に上向

きに転じたことにより作業数が増加、売上高は 7,021 百万円(前年同期比 7.0％増）、営

業利益は 657 百万円(前年同期比 81.3％増)となりました。 

 

 旅客船事業 

旅客船事業は、カーフェリー部門においては、アクアライン通行料金引下げ及び 2 船

体制移行という売上へのマイナス要因があったものの、営業活動を積極的に推進したこ

ともあり、減収に下げ止まりの兆しがみられました。 

横浜港の観光船・交通船部門は、観光船が 11 月の APEC 開催の影響による減収、また

交通船についても羽田空港拡張工事の警戒船作業終了の影響により減収となり合計で

9.8％の売上減となりました。 

この結果旅客船事業の売上高は 2,045 百万円(前年同期比 9.8％減)となり、営業利益

はカーフェリー部門の減船が奏功し 121 百万円(前年同期比 121.1％増)となりました。 

 

売店・食堂事業 

売店・食堂事業は、カーフェリー乗船客減少の影響で売上高は 748 百万円(前年同期比

2.3％減）となりましたが、利益面では引き続き人員体制の見直しや作業の効率化を推し

進め、コストを削減した結果、営業利益 10 百万円(前年同期は営業損失 4百万円)を確保

いたしました。 

（注）第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業

会計基準第 17 号 平成 21 年 3 月 27 日）および「セグメント情報等の開示に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年 3 月 21 日）を適

用しております。これによる事業区分へ与える影響はないため、前年同期比較を行

っております。 
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(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、835 百万円増加し

21,820 百万円となりました。これは主に長期性預金の解約や国債が満期を迎えたことに

より現金及び預金が 1,438 百万円増加し、船隊整備に伴う投資により船舶が 185 百万円

増加しましたが、投資有価証券の時価評価や持分法適用会社からの受取配当金の内部取

引消去などにより、投資有価証券と関係会社株式が 434 百万円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、265 百万円増加し 5,732 百万円となりました。こ

れは、主に未払法人税等が 169 百万円増加し、賞与支給に伴い社会保険料の預り金等が

増加したことを主因としてその他流動負債が 215 百万円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、569 百万円増加し 16,087 百万円となりました。

これは主に第 3 四半期純利益が 858 百万円となりましたが、配当金の支払が 199 百万円

発生したことにより利益剰余金が 659 百万円増加し、また、その他有価証券評価差額金

が 77 百万円、為替換算調整勘定が 72 百万円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より 0.4%減少し 70.3%となりました。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

燃料油価格の上昇など懸念材料はあるものの、自動車専用船、コンテナ船など荷動き

が回復傾向にあり、当面業績は堅調に推移するものと見込んでおります。 

業績予想につきましては、平成 22 年 11 月 2 日に公表いたしました連結業績予想から

修正を行っておりません。 
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２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

　　　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

　　（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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

　　（会計処理基準に関する事項の変更）

　　　①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20

　　年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平

　　成20年３月31日）を適用しております。

　　　これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ3,918千円減少し、税金等調整前四半期純利益が9,142

　　千円減少しております。

　　　②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

　　用

　　　第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月

　　10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

　　平成20年３月10日）を適用しております。

　　　これによる損益に与える影響はありません。

　　（表示方法の変更）

　　（四半期連結損益計算書関係）

　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表

　　等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四

　　半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,520,077 6,081,672

受取手形及び売掛金 2,482,266 2,332,009

有価証券 － 299,983

商品 37,598 25,029

貯蔵品 88,664 88,019

繰延税金資産 58,167 95,348

その他 452,477 315,924

貸倒引当金 △13,237 △11,961

流動資産合計 10,626,014 9,226,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 322,299 323,597

船舶（純額） 5,203,726 5,018,380

土地 1,311,489 1,327,651

その他（純額） 37,466 192,752

有形固定資産合計 6,874,981 6,862,381

無形固定資産 22,711 26,378

投資その他の資産   

投資有価証券 1,502,082 1,703,523

関係会社株式 1,695,075 1,927,878

繰延税金資産 228,894 180,279

その他 927,459 1,114,819

貸倒引当金 △57,142 △56,342

投資その他の資産合計 4,296,369 4,870,158

固定資産合計 11,194,062 11,758,918

資産合計 21,820,076 20,984,943
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 980,990 900,466

短期借入金 1,678,137 1,713,536

未払法人税等 237,181 67,602

役員賞与引当金 26,250 35,000

賞与引当金 83,026 201,769

その他 377,053 161,452

流動負債合計 3,382,639 3,079,828

固定負債   

長期借入金 150,539 200,207

退職給付引当金 1,191,191 1,148,652

役員退職慰労引当金 387,265 372,496

特別修繕引当金 318,220 348,514

繰延税金負債 177,973 188,619

資産除去債務 20,755 －

負ののれん 103,045 127,657

その他 1,302 1,302

固定負債合計 2,350,293 2,387,448

負債合計 5,732,932 5,467,277

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 14,966,812 14,307,509

自己株式 △38,875 △37,811

株主資本合計 15,503,794 14,845,555

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,189 116,837

為替換算調整勘定 △201,208 △128,705

評価・換算差額等合計 △162,018 △11,868

少数株主持分 745,367 683,978

純資産合計 16,087,143 15,517,665

負債純資産合計 21,820,076 20,984,943
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,595,681 9,815,245

売上原価 7,519,319 7,420,132

売上総利益 2,076,362 2,395,113

販売費及び一般管理費   

販売費 268,948 252,051

一般管理費 1,394,740 1,353,941

販売費及び一般管理費合計 1,663,688 1,605,993

営業利益 412,673 789,120

営業外収益   

受取利息 12,503 8,171

受取配当金 47,030 61,808

負ののれん償却額 22,238 24,611

持分法による投資利益 185,805 183,633

その他 36,340 31,393

営業外収益合計 303,918 309,619

営業外費用   

支払利息 24,433 23,065

貸倒引当金繰入額 1,099 800

その他 4,103 1,576

営業外費用合計 29,637 25,441

経常利益 686,954 1,073,297

特別利益   

固定資産売却益 181,979 393,800

特別修繕引当金戻入額 12,634 27,297

投資有価証券売却益 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 539,551 421,097

特別損失   

役員退職慰労金 3,000 －

投資有価証券評価損 － 77,347

固定資産売却損 － 64,000

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 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,224

特別損失合計 6,928 146,571

税金等調整前四半期純利益 1,219,578 1,347,823

法人税、住民税及び事業税 249,104 402,218

法人税等調整額 117,820 21,924

法人税等合計 366,925 424,142

少数株主損益調整前四半期純利益 － 923,680

少数株主利益 79,344 65,175

四半期純利益 773,308 858,505
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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。
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【セグメント情報】

（追加情報）

　　第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

　平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

　指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　１．報告セグメントの概要

　　　当社の報告セグメントは、連結子会社各社の事業を単一セグメントとして業績評価を行っておりま

　　す。

　　　報告セグメントの具体的な内容は、役務提供の種類・性質、市場等の類似性を考慮して、東京汽船

　　㈱、東港サービス㈱及び東亜汽船㈱を「曳船事業」、㈱ポートサービスと東京湾フェリー㈱を「旅客

　　船事業」、フェリー興業㈱を「売店・食堂事業」として分類しております。

　　　「曳船事業」は、曳船事業、貸船事業、防災関係事業等を行っております。

　　　「旅客船事業」は、観光船事業、カーフェリー事業、交通船事業等を行っております。

　　　「売店・食堂事業」は、売店事業、レストラン事業等を行っております。

　２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)
（単位：千円）

合計

曳 船 事 業 旅客船事業 売店･食堂事業 計 （注）

  売 上 高

 　外部顧客への売上高   7,021,679  2,045,313  748,251    9,815,245  － 9,815,245  

 　セグメント間の内部売上高 6,920      52,841     4,036      63,798     △63,798 －
   又は振替高

計 7,028,599  2,098,155  752,288    9,879,043  △63,798 9,815,245  

   セグメント利益 657,049    121,310    10,760     789,120    － 789,120    

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。

報告セグメント
調整額
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