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1.  平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 11,515 5.0 923 98.7 1,001 105.0 605 366.9
23年12月期 10,963 1.8 464 3.9 488 5.7 129 △42.6
（注）包括利益 24年12月期 624百万円 （233.8％） 23年12月期 187百万円 （△28.5％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年12月期 27.57 ― 18.0 12.1 8.0
23年12月期 5.90 ― 4.4 6.5 4.2
（参考） 持分法投資損益 24年12月期  55百万円 23年12月期  △0百万円

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

24年12月期 9,121 3,793 40.2 166.86
23年12月期 7,462 3,168 41.0 139.32
（参考） 自己資本  24年12月期  3,663百万円 23年12月期  3,059百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年12月期 1,102 △1,757 965 2,373
23年12月期 632 △391 △162 2,061

2.  配当の状況 

（注）25年12月期の配当予想につきましては、現段階では未定とさせていただきます。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
24年12月期 ― ― ― 2.00 2.00 43 7.2 1.3
25年12月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 4,900 △4.2 △490 ― △390 ― △260 ― △11.84
通期 11,600 0.7 330 △64.3 390 △61.1 250 △58.7 11.39



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、【添付資料】P.26「（１株当たり情報）」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会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期 22,000,000 株 23年12月期 22,000,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期 42,913 株 23年12月期 42,557 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 21,957,298 株 23年12月期 21,957,683 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 9,583 3.0 725 63.5 807 71.3 471 360.3
23年12月期 9,301 4.6 443 33.9 471 38.1 102 △35.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年12月期 21.45 ―
23年12月期 4.66 ―

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

24年12月期 7,399 2,305 31.2 105.01
23年12月期 5,934 1,838 31.0 83.73
（参考） 自己資本 24年12月期  2,305百万円 23年12月期  1,838百万円

2. 平成25年12月期の個別業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、実際の実績は、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。 
・25年12月期の配当予想につきましては、経営環境に不確定要素が多いため、現段階では未定とさせていただきます。なお、予想額は状況を見極め速やかに
開示いたします。 

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(累計) 4,200 △3.7 △470 ― △450 ― △280 ― △12.75
通期 9,700 1.2 100 △86.2 170 △79.0 110 △76.6 5.01
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①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、震災後の復興需要や堅調な消費に支えられ、景気は緩やか

ながらも回復傾向で推移しておりましたが、欧州の債務問題を背景とした海外経済の減速や近隣諸国と

の関係悪化が企業業績にも影響するなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、旅客部門は最多客期である夏季に向けた営業活動、「大島椿まつり」をはじ

めとする各島のイベントや「東京湾納涼船」の集客活動、ジェットフォイルのチャーター営業・臨時航

路の充実などに取り組むとともに、インターネット商品の販売強化を図りました。さらに夏季は、天候

にも恵まれ船舶の就航が安定し、旅客が好調に推移いたしました。 

貨物部門では各島工事関連品目の輸送動向を注視し、各島関係会社、代理店との連携強化を図り、引

き続き集荷に遺漏がないように努めるとともに、輸送における品質管理の向上に取り組みました。 

また、レストラン・ホテル事業をはじめとする全事業において、収益向上への取り組みを強化した結

果、当連結会計年度の業績は、売上高１１５億１千５百万円（前期１０９億６千３百万円）、営業利益

９億２千３百万円（前期営業利益４億６千４百万円）、経常利益１０億１百万円（前期経常利益４億８

千８百万円）、これに特別損益と税金費用などを計上した後の当期純利益は６億５百万円（前期純利益

１億２千９百万円）となりました。 

また、個別につきましては、売上高９５億８千３百万円（前期９３億１百万円）、営業利益７億２千

５百万円（前期営業利益４億４千３百万円）、経常利益８億７百万円（前期経常利益４億７千１百万

円）、特別損益と税金費用計上後の当期純利益は４億７千１百万円（前期純利益１億２百万円）となり

ました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ≪海運関連事業≫  

主力の海運関連事業の旅客部門は、「大島椿まつり」をはじめ各島で開催されたイベントの集客に注

力するとともに、インターネットの個人向け商品の販売強化、パブリシティを中心としたＰＲ活動を強

化いたしました。また、夏季は天候にも恵まれ、「東京湾納涼船」をはじめ、各島への旅客が好調に推

移したこともあり、全航路での旅客数は７８万３千人（前期７３万３千人）となりました。一方、貨物

部門では、一部の島で公共工事関連の輸送が減少し、貨物取扱量は全島で３２万７千トン（前期３３万

１千トン）となりました。 

この結果、当事業の売上高は８４億５千３百万円（前期８１億１千７百万円）、費用面では船舶関係

費用の減少や配船の効率化などのコスト削減効果により、営業利益は１３億１千８百万円（前期営業利

益１０億４千万円）となりました。 

  

 ≪商事料飲事業≫ 

当事業の料飲部門は、旅客数の増加に伴い船内および「東京湾納涼船」の売上が増加し、各種イベン

トでも増収を図ることができました。しかしながら、商事部門において、公共工事の減少に伴い島嶼向

けのセメント販売が伸び悩み、当事業の売上高は１７億５千７百万円（前期１７億６千９百万円）、営

業利益は１億３千５百万円（前期営業利益１億３千７百万円）となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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 ≪レストラン事業≫ 

東京湾周遊のレストランシップ事業は、震災による落ち込みから回復し、団体および婚礼客が好調に

推移いたしました。また、東京ゲートブリッジや東京スカイツリーなどの新名所効果もあり、ディナー

タイムクルーズの利用客が増加いたしました。この結果、全クルーズでの利用客数は１１万人（前期１

０万６千人）となり、当事業の売上高は９億９千６百万円（前期８億３千３百万円）、営業利益は３千

９百万円（前期営業損失５千７百万円）となりました。 

  

≪ホテル事業≫ 

大島温泉ホテル事業は、新たな地の食材を使用した廉価商品を造成するとともに、ホームページを充

実させ販売の拡大に努めた結果、利用客は増加いたしました。当事業の売上高は２億６千９百万円（前

期２億１千４百万円）、営業利益は１千１百万円（前期営業利益０百万円）となりました。 

  

≪旅客自動車運送事業≫ 

当事業の中心となる大島島内のバス部門のうち、観光バス・貸切バスは利用客が震災後の落ち込みか

ら回復しております。また、定期路線バスは大島町からの継続的な支援を受けております。当事業の売

上高は２億４千８百万円（前期２億２千１百万円）、営業損失は５百万円（前期営業損失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１億５千９百万円（前期１億

５千６百万円）となりましたが、費用面において整備体制の効率化に取り組んだ結果、営業利益は１千

５百万円（前期営業損失１千６百万円）となりました。 

  

②次期の見通し 

今後のわが国の経済は、政権交代により緊急経済対策に伴う公共投資の押上げ、円安、株高など景気

浮揚の期待感がある一方、欧州の信用不安や原油価格の高止まりなど、先行きは引き続き不透明な状況

が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、平成２５年４月に４隻目のジェットフォイル

「友」の投入を計画しております。安定した船隊による顧客サービスの向上、さらなる旅客の獲得を目

指し営業拡大を図るとともに、引き続きコスト削減に取り組んでまいります。 

なお、次期の連結業績見込みは、売上高１１６億円、営業利益３億３千万円、経常利益３億９千万

円、当期純利益２億５千万円を予想しております。また、個別の業績見込みは、売上高９７億円、営業

利益１億円、経常利益１億７千万円、当期純利益１億１千万円を予想しております。 
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①資産・負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は９１億２千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１６億５千８百万

円増加いたしました。その主な要因は、建造中の船舶の建設仮勘定などで有形固定資産が１３億７千８

百万円、現金及び預金などの流動資産が２億９千７百万円、それぞれ増加したことなどによるもので

す。 

負債は５３億２千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１０億３千３百万円増加いたしました。

その主な要因は、新造船建造資金など長期借入金が１０億５千万円増加したことなどによるものです。

純資産は３７億９千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億２千４百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が６億５百万円増加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、１１億２百万円のキャッシュ・イン（前期６億３千２百万円

のキャッシュ・イン）となりました。その主な要因は、資金の増加として税金等調整前当期純利益９億

８千３百万円、非資金損益項目の減価償却費３億９千１百万円などが、資金の減少として仕入債務１億

２千５百万円、退職給付引当金の減少１億２千５百万円などを上回ったこと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、１７億５千７百万円のキャッシュ・アウト（前期３億９千１

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、有形固定資産の取得による支出１７億

６千４百万円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、９億６千５百万円のキャッシュ・イン（前期１億６千２百万

円のキャッシュ・アウト）となりました。これは主として新造船建造資金などの借入金の増加などによ

るものです。 

  

以上の結果、当連結会計年度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３億

１千１百万円増加し、２３億７千３百万円となりました。 

  

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、財務

体質の向上を図りながら、内部留保の充実にも留意しつつ、安定配当の維持に努めることを利益配分の

基本方針としております。 

当社の配当につきましては、平成１１年１２月期以来、誠に遺憾ながら無配を継続してまいりました

が、この間、事業構造の転換、収益力の強化、財務体質の改善等に取り組み、安定的・継続的な配当を

実施できる財源の確保に努めてまいりました。 

（２）財政状態に関する分析

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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この結果、平成２４年１２月期の当社の期末配当につきまして、これまで当社グループを取り巻く環

境が未だ不透明な状況にあるとして、配当予想を未定としておりましたが、今後の事業環境や企業基盤

の強化のための内部留保を総合的に勘案し、１株当たり２円の配当を実施する方針といたしました。今

後は、平成２５年４月に４隻目のジェットフォイル「友」の投入、平成２６年７月の新造船「橘丸」就

航に向け、各島の行政・観光関係者との連携を強化し、また商品造成・旅行エージェントへの販売に努

める一方、引き続き全部門に亘るさらなるコスト削減の推進に努める所存でございます。 

なお、次期の配当につきましては、現段階では未定とさせていただきます。 

  

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日(平

成25年２月14日)現在において判断したものであります。 

  

①利益の下期偏重について 

当社グループは、当社、子会社１２社および関連会社３社で構成され、伊豆諸島と本土を結ぶ旅客・

貨物の定期航路を主な事業内容としております。 

旅客部門では、乗船客数が夏場の多客期に集中するため、利益が下半期に偏る傾向にあります。 

  

②離島航路整備法対象航路の存在 

当社グループの各航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面があり、また、それらの

航路の中には不採算ながら公共性の観点から航路維持を図らざるを得ない航路もあります。 

  

③燃料油価格の変動 

原油価格が高騰すれば船舶燃料の価格も上昇し、当社グループにとって大きな負担となります。この

ため、燃料油価格の大幅な上昇による損失を軽減すべく、旅客および貨物運賃とは別にそれぞれ燃料油

価格変動調整金を設定し、平成16年12月より実施しております。 

  

④気象海象条件 

台風や低気圧の影響により、就航率が悪化することがあります。 

  

⑤地震・噴火災害の多発地帯 

就航航路および使用港湾は、地震・噴火の多発地帯にあり、災害の発生時、定期航路を維持できない

こともあり、これまでは国および東京都より救済・支援を受けております。 

  

⑥重要な訴訟事件等 

小笠原航路に就航予定だった超高速船テクノスーパーライナーの傭船契約解除が債務不履行に当たる

として、船主㈱テクノ・シーウェイズが当社持分法適用関連会社である小笠原海運㈱に対して、損害賠

償訴訟を東京地方裁判所に提起していた件については、平成22年９月21日、同裁判所より同社に賠償金

20億円および遅延損害金の支払を命じる判決がなされました。 

当判決に対し、同年10月４日に小笠原海運㈱が東京高等裁判所に控訴し、現在係争中であります。 

（４）事業等のリスク
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当社グループは、当社、子会社１２社及び関連会社３社で構成され、その事業は、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およびその他の事業であります。 

各事業を構成している当社および主要な関係会社において営んでいる事業の内容は次のとおりでありま

す。 

   
以上の企業集団の概要図は次のとおりであります。 

  
 

（注）１ ※１は連結子会社であります。 

     ※２は関連会社で持分法適用会社であります。 

  

２．企業集団の状況

海運関連事業…………… 当社は、東京(横浜)、久里浜、熱海(伊東)より伊豆諸島を結ぶ旅客の定期航路

および東京湾内周遊の事業を、また、東京と伊豆諸島を結ぶ貨物の定期航路事

業を行っております。

伊豆七島海運㈱は、東京と伊豆諸島を結ぶ貨物の運送事業を行っております。

東海シップサービス㈱は、船内サービス業を行っております。

東海マリンサービス㈱・大島マリンサービス㈱・八丈マリンサービス㈱および

伊東港運㈱は、海運代理店業を行っております。

小笠原海運㈱は、東京より小笠原(父島)を結ぶ旅客・貨物の定期航路の事業を

行っております。

商事料飲事業…………… 当社および東汽商事㈱は、船内および船客待合所内での料飲販売・食堂の経

営、伊豆諸島での生活必需品・建設資材の供給を目的とした商事活動を営んで

おります。

レストラン事業………… 東京ヴァンテアンクルーズ㈱は、レストランシップ業を営んでおります。

ホテル事業……………… 東汽観光㈱は、大島においてホテル業を営んでおります。

旅客自動車運送事業…… 大島旅客自動車㈱は、大島島内でのバスの運行を行っております。 

東海自動車サービス㈱は、大島において自動車整備業を営んでおります。

その他の事業…………… 東海技術サービス㈱は、ジェットフォイルを中心とした船体、機関の整備及び

修理事業を営んでおります。
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当社グループの主な事業である、伊豆諸島と本土間を結ぶ旅客定期航路は、公共的性格を有する離

島・生活航路としての側面と快適性を提供するリゾート航路としての側面を有しており、また貨物航路

も、離島の生活物資を安全、確実に輸送する責務を有し、当社グループは、これらの使命を果たすこと

を通して社会に貢献することを経営の基本姿勢と致しております。  

さらに、当社グループは海運事業を基軸として、商事料飲事業、レストラン事業、ホテル事業および

旅客自動車運送事業を展開しておりますが、今後ともグループ間の連携をより一層強め、「安全運航」

と「良質のサービスの提供」を行う総合力の高い社会貢献企業をめざしてまいります。 

  

当社グループの各航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面があり、また、それらの

航路の中には、不採算航路でありながら公共性の観点から航路維持を図らざるを得ない航路（離島航路

整備法の対象航路）もあります。 

したがって、一般的な経営指標の向上のみに専念するのは妥当ではないと考えております。 

  

当社グループは、中長期的な戦略として、「コストの弾力化、固定費の圧縮等の方法により、収入の

変動に左右されないローコストの経営体質を作る」との方針のもとに、収入増加策として、閑散期対策

に取り組み、船の定期的な代替や原油価格の上昇などをカバーできるような収益確保に努めてまいりま

した。このたび「再発見から再生へ」の方針のもとに、グループを挙げて取り組んでまいります。 

お客様に対しましても、伊豆諸島や小笠原諸島を訪問するお客様ができるだけ長く滞在していただけ

るように島や海での「日常の魅力」の紹介を図り、また、洋上でのひとときを快適に過ごされるように

努めてまいります。 

  

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」を最優先と認識の

上、次期については「Re-DISCOVER 東海汽船 2013 ～再発見から再生へ」をスローガンとし、当社グル

ープや伊豆諸島の強みや魅力を「再発見」し、さらに強化していくことに取り組んでまいります。 

主力事業分野である海運関連事業のうち、旅客部門は平成２５年４月に計画している４隻目のジェッ

トフォイル「友」の投入を機に、週末やゴールデンウィーク、夏休み期間中の輸送力を増強し、快適な

船旅の提供に努めてまいります。また、ダイヤを見直し航路の強化を図るほか、新たなチャーター営

業・臨時航路により、さらなる旅客の獲得を目指します。貨物部門では各島の新たな中・大型工事の動

向を注視し、集荷に遺漏がないよう営業を強化するとともに、顧客ニーズである輸送の安全と品質の確

保に向け、管理システムの改修等を行ってまいります。 

レストラン事業については、一部のレストランを改造し、少人数の団体に対応したスペースを新設い

たします。カジュアルな立食ビュッフェから正餐スタイル、そして洋上のウェディングまで、多彩なパ

ーティーシーンに対応できる会場として、積極的に営業展開を行うとともに、船内サービスの充実を図

り、お客様の満足度向上を目指してまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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ホテル事業については、老朽化した建物の修繕、客室・温泉施設の整備を行い、サービスの維持・向

上を目指すほか、好評を頂いている地の食材を使用した廉価商品をシリーズ化するなど、満足度の高い

宿泊プランを継続し、リピーターや新規利用客の増加と増収を目指してまいります。 

旅客自動車運送事業では、大島町の支援を受けながら運営している定期路線バスについて、環境に優

しく割安な「エコパス」や、選べてお得な「フリーきっぷ」の販売を推進し、収支改善に努めてまいり

ます。 

以上のとおり、各部門に亘って業績向上を図るため、一層の努力をいたす所存であります。 
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 2,347 2,645

受取手形及び営業未収金 ※3 1,072 ※3 1,072

商品及び製品 57 58

原材料及び貯蔵品 231 233

繰延税金資産 16 26

その他 156 145

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 3,881 4,179

固定資産

有形固定資産

船舶 ※4 11,894 ※4 11,928

減価償却累計額 △10,948 △11,180

船舶（純額） 946 748

建物及び構築物 1,173 1,192

減価償却累計額 △1,037 △1,042

建物及び構築物（純額） 135 149

土地 309 302

建設仮勘定 7 1,563

その他 1,140 1,205

減価償却累計額 △980 △1,030

その他（純額） 160 174

有形固定資産合計 1,559 2,937

無形固定資産 153 145

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※5 1,211 ※1, ※5 1,263

繰延税金資産 496 442

その他 295 276

貸倒引当金 △135 △125

投資その他の資産合計 1,867 1,857

固定資産合計 3,580 4,941

資産合計 7,462 9,121
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 ※3 831 ※3 706

短期借入金 ※2 1,334 1,252

未払法人税等 74 227

賞与引当金 27 31

その他 480 503

流動負債合計 2,748 2,721

固定負債

長期借入金 82 1,132

退職給付引当金 1,240 1,115

役員退職慰労引当金 89 104

特別修繕引当金 126 119

固定資産圧縮未決算勘定 － 122

その他 6 12

固定負債合計 1,545 2,606

負債合計 4,294 5,327

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 1,218 1,823

自己株式 △8 △8

株主資本合計 3,003 3,609

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 55 54

その他の包括利益累計額合計 55 54

少数株主持分 109 129

純資産合計 3,168 3,793

負債純資産合計 7,462 9,121
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高

海運業収益 8,082 8,418

その他事業収益 2,880 3,097

売上高合計 10,963 11,515

売上原価

海運業費用 6,344 6,354

その他事業費用 2,905 2,965

売上原価合計 9,249 9,320

売上総利益 1,713 2,195

販売費及び一般管理費 ※1 1,248 ※1 1,272

営業利益 464 923

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 8 6

持分法による投資利益 － 55

賃貸料 13 13

補助金収入 ※2 18 ※2 12

その他 13 11

営業外収益合計 55 100

営業外費用

支払利息 17 12

持分法による投資損失 0 －

その他 13 9

営業外費用合計 31 22

経常利益 488 1,001

特別利益

固定資産売却益 ※3 6 －

国庫補助金 － ※4 10

特別利益合計 6 10

特別損失

減損損失 － ※5 7

固定資産除却損 ※6 19 ※6 10

関係会社株式評価損 85 －

貸倒引当金繰入額 9 －

退職給付費用 24 －

固定資産圧縮損 － ※7 10

特別損失合計 139 28

税金等調整前当期純利益 356 983

法人税、住民税及び事業税 197 311

法人税等調整額 13 46

法人税等合計 210 357

少数株主損益調整前当期純利益 145 625

少数株主利益 16 20

当期純利益 129 605
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 145 625

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41 △0

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 41 ※1 △0

包括利益 187 624

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 170 604

少数株主に係る包括利益 16 20
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,100 1,100

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,100 1,100

資本剰余金

当期首残高 693 693

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 693 693

利益剰余金

当期首残高 1,088 1,218

当期変動額

当期純利益 129 605

当期変動額合計 129 605

当期末残高 1,218 1,823

自己株式

当期首残高 △8 △8

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △8 △8

株主資本合計

当期首残高 2,874 3,003

当期変動額

当期純利益 129 605

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 129 605

当期末残高 3,003 3,609
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 13 55

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

41 △0

当期変動額合計 41 △0

当期末残高 55 54

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 13 55

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

41 △0

当期変動額合計 41 △0

当期末残高 55 54

少数株主持分

当期首残高 93 109

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 20

当期変動額合計 16 20

当期末残高 109 129

純資産合計

当期首残高 2,981 3,168

当期変動額

当期純利益 129 605

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 19

当期変動額合計 187 624

当期末残高 3,168 3,793
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 356 983

減価償却費 379 391

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 128 △125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 15

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △34 △6

有形固定資産除却損 21 11

有形固定資産売却損益（△は益） △6 1

有形固定資産圧縮損 － 10

関係会社株式評価損 85 －

減損損失 － 7

受取利息及び受取配当金 △9 △7

支払利息 17 12

持分法による投資損益（△は益） 0 △55

売上債権の増減額（△は増加） △21 0

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △2

仕入債務の増減額（△は減少） 205 △125

その他 △121 163

小計 1,008 1,270

利息及び配当金の受取額 9 7

利息の支払額 △17 △12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △368 △162

営業活動によるキャッシュ・フロー 632 1,102

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 △11 △6

定期預金の払戻による収入 33 19

有形固定資産の取得による支出 △368 △1,764

有形固定資産の売却による収入 7 0

無形固定資産の取得による支出 △38 △21

貸付けによる支出 △56 △33

貸付金の回収による収入 43 49

投資活動によるキャッシュ・フロー △391 △1,757

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 850 650

短期借入金の返済による支出 △900 △700

長期借入れによる収入 － 1,102

長期借入金の返済による支出 △109 △84

リース債務の返済による支出 △2 △2

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 △162 965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78 311

現金及び現金同等物の期首残高 1,983 2,061

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,061 ※1 2,373

東海汽船㈱ (9173) 平成24年12月期 決算短信

15

keiri01
東海ロゴ




該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数 １２社 

連結子会社名 

東京ヴァンテアンクルーズ㈱、東汽観光㈱、東海技術サービス㈱、東海マリンサービス㈱、東海

自動車サービス㈱、東汽商事㈱、大島旅客自動車㈱、大島マリンサービス㈱、八丈マリンサービ

ス㈱、伊東港運㈱、東海シップサービス㈱および伊豆七島海運㈱であります。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

①持分法を適用した非連結子会社 

該当事項はありません。   

②持分法を適用した関連会社 

小笠原海運㈱であります。 

③持分法を適用しない非連結子会社および関連会社のうち主要な会社等の名称 

伊豆諸島開発㈱であります。 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

④持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項 

持分法適用会社のうち、小笠原海運㈱の決算日は３月31日であり、連結財務諸表の作成に当たっ

て、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

①重要な資産の評価基準および評価方法 

（イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

（ロ）たな卸資産 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定） 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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（ハ）デリバティブ取引により生ずる債権および債務 

時価法 

②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、船舶中一部および平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については

定額法によっております。なお、主な耐用年数は船舶８～15年、建物及び構築物３～65年であり

ます。 

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。 

（ハ）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成20年12月31日以前のものについて

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

③重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（ロ）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（ハ）退職給付引当金 

退職金規定に基づく退職一時金制度を採用し、退職一時金の一部を中小企業退職金共済制度から

支給する制度であります。退職給付債務の算定については、期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする簡便法によっております。なお、会計基準変更時差異（2,305百万円）については、15

年による按分額を費用処理しております。 

（ニ）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末退職慰労金要支給額を計上

しております。 

（ホ）特別修繕引当金 

船舶の定期検査費用に備えるため、修繕見積額に基づき計上しております。 

④重要なヘッジ会計の方法 

（イ）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

また、特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 
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 デリバティブ取引(金利スワップ取引) 

ヘッジ対象 

 借入金利息 

（ハ）ヘッジ方針 

借入金に係る金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っており、投機目的の取引

は行っておりません。 

（ニ）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累

計とを比較分析する方法によっております。  

なお、金利スワップ取引は、特例処理によっているため、有効性評価を省略しております。 

⑤連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  

手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなってお

ります。 

⑥その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

（連結貸借対照表関係） 

 ①前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めていた「建設仮勘定」は、金額的重

要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。 

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「有形固定資産」の「その他」表示していた

1,148百万円は、「建設仮勘定」7百万円、「その他」1,140百万円として組み替えております。 

  

 ②前連結会計年度において独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」（当連結会計年度4

百万円）は金額的重要性が低下したため、「その他」に含めて表示しております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適

用しております。 

（７）表示方法の変更

（８）追加情報

東海汽船㈱ (9173) 平成24年12月期 決算短信

18

keiri01
東海ロゴ



 
  

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 

(平成23年12月31日)

当連結会計年度 

(平成24年12月31日)

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 956百万円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 1,012百万円

 

※２ 担保資産

   長期借入金14百万円(一年内返済予定の長期借入

金14百万円)に対して、次の資産を担保に供して

おります。

現金及び預金(定期預金) 234百万円

 

※２       ―――――― 

 

※３ 期末日が休日で、期末日満期手形がある場合の会

計処理

   当連結会計年度末日は銀行休業日でしたが満期日

に決済が行われたものとして処理しております。

   当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであり

ます。

※３ 期末日が休日で、期末日満期手形がある場合の会

計処理

   当連結会計年度末日は銀行休業日でしたが満期日

に決済が行われたものとして処理しております。

   当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであり

ます。

 

受取手形 16百万円

支払手形 55百万円
 

受取手形 21百万円

支払手形 57百万円

※４ 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額か

ら控除した圧縮記帳額

船舶 39百万円

※４ 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額か

ら控除した圧縮記帳額

船舶 50百万円

※５ 重要な訴訟事件等

    小笠原航路に就航予定だった超高速船テクノス

ーパーライナーの傭船契約解除が債務不履行に当

たるとして、船主㈱テクノ・シーウェイズが当社

持分法適用関連会社である小笠原海運㈱に対し

て、損害賠償訴訟を東京地方裁判所に提起してい

た件については、平成22年9月21日、同裁判所よ

り同社に賠償金20億円及び遅延損害金の支払を命

じる判決がなされました。 

 当判決に対し、同年10月4日に小笠原海運㈱が

東京高等裁判所に控訴し、現在係争中でありま

す。

※５ 重要な訴訟事件等

同左
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

 

 

 
 

 

※１ 販売費及び一般管理費（1,248百万円）の主要な

費目は次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給与 547百万円

賞与引当金繰入額 6百万円

退職給付費用 123百万円

役員退職慰労引当金繰入額 18百万円

※２ 補助金収入の内訳

バス車両購入補助金 8百万円

無線機購入補助金 9百万円

※３ 固定資産売却益の内訳

土地 6百万円

 

 

 
 

 

※１ 販売費及び一般管理費（1,272百万円）の主要な

費目は次のとおりであります。

役員報酬及び従業員給与 562百万円

賞与引当金繰入額 8百万円

退職給付費用 99百万円

役員退職慰労引当金繰入額 18百万円

※２ 補助金収入の内訳

バス車両購入補助金 10百万円

その他補助金  2百万円

※３       ―――――― 

 

※４       ―――――― 

 

※５       ――――――

 

※４ 国庫補助金は、海上交通低炭素化促進事業補助金

を交付されたものであります。 

 

※５ 減損損失の内訳

   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として事業別単位を、遊休資産について

は各物件を資産グループとしております。当連結

会計年度において遊休となった土地について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失（7

百万円）を特別損失に計上しております。なお、

回収可能価額は遊休資産については正味売却額を

適用しております。正味売却額については、固定

資産税評価額に基づいた時価から算出しておりま

す。

用途 種類 場所
減損損失
（百万円）

遊休資産 土地
東京都  
大島町

7

 

※６ 固定資産除却損の内訳

建物 19百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳

建物 10百万円

※７       ―――――― ※７ 固定資産圧縮損は、上記※４の国庫補助金を取得

価額から直接減額した価額であります。
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当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

 
  その他有価証券評価差額金 

 

 
  持分法適用会社に対する持分相当額 

 
  

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加626株であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

   

 当期発生額 △2百万円

 組替調整額 ―

  税効果調整前 △2百万円

  税効果額 △2百万円

  その他有価証券評価差額金 △0百万円

 当期発生額 △0百万円

  その他の包括利益合計 △0百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 22,000,000 ― ― 22,000,000

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 41,931 626 ― 42,557
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当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加356株であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

（１）配当支払額 

該当事項はありません。  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 22,000,000 ─ ─ 22,000,000

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 42,557 356 ─ 42,913

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円）

１株当たりの

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成25年３月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 43 2.00 平成24年12月31日 平成25年３月27日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係

 

現金及び預金期末残高 2,347百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

又は担保差入の定期預金
△285百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,061百万円
 

現金及び預金期末残高 2,645百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

又は担保差入の定期預金
△272百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,373百万円
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【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社グループは、グループ経営会議で事業部門別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。したがって、当社グループは、事業部門別のセグメントから構成されており、「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」および「そ

の他の事業」の６つを報告セグメントとしております。 

 「海運関連事業」は、旅客・貨物の定期航路等および海運代理店を行っております。「商事料飲事

業」は、船内および船客待合所内での料飲販売・食堂の経営、伊豆諸島での生活必需品・建設資材の供

給を行っております。「レストラン事業」は、レストランシップの経営を行っております。「ホテル事

業」は、大島においてホテル経営を行っております。「旅客自動車運送事業」は、大島島内でのバスの

運行および自動車整備を行っております。「その他の事業」は、ジェットフォイルを中心とした船体・

機関の整備および修理を行っております。 
  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高

は市場実勢価格に基づいております。 
  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

(単位：百万円) 
 

  
 (注)１ 調整額は、以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額△616百万円には、セグメント間取引消去△7百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△609百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。  

（２）セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は2,422百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

（３）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2百万円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資

額であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(セグメント情報等)

報告セグメント
調整額 
（注）1

連結  
財務諸表 
計上額 
（注）2

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

合計

売上高

 外部顧客への売上高 8,082 1,622 829 213 213 1 10,963 ― 10,963

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

34 146 3 1 7 154 348 △348 ―

計 8,117 1,769 833 214 221 156 11,312 △348 10,963

セグメント利益 
又は損失(△)

1,040 137 △57 0 △23 △16 1,080 △616 464

セグメント資産（注）3 3,933 534 374 90 149 34 5,116 2,345 7,462

その他の項目

 減価償却費 257 9 71 11 23 0 374 4 379

有形固定資産及び       
無形固定資産の増加額

257 15 12 4 38 1 327 2 329
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当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)  

(単位：百万円) 
 

  
 (注)１ 調整額は、以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益又は損失（△）の調整額△591百万円には、セグメント間取引消去△7百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△584百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。  

（２）セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は2,602百万円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

（３）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額16百万円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資

額であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

【関連情報】 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載

はありません。 
  

報告セグメント
調整額 
（注）1

連結  
財務諸表 
計上額 
（注）2

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

合計

売上高

 外部顧客への売上高 8,418 1,595 992 268 240 0 11,515 ― 11,515

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

35 161 4 0 8 158 368 △368 ―

計 8,453 1,757 996 269 248 159 11,884 △368 11,515

セグメント利益 
又は損失(△)

1,318 135 39 11 △5 15 1,515 △591 923

セグメント資産（注）3 5,424 538 353 98 159 35 6,609 2,511 9,121

その他の項目

 減価償却費

 減損損失

275

―

8

―

68

―

13

―

19

―

0

―

386

―

4

7

391

7

有形固定資産及び       
無形固定資産の増加額

1,704 6 2 17 30 0 1,762 16 1,779
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当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
  

２ 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
  

３ 主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載

はありません。 
  

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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該当事項はありません。 
  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果

会計、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

１株当たり純資産額           139円32銭 １株当たり純資産額           166円86銭

１株当たり当期純利益            5円90銭 １株当たり当期純利益             27円57銭

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜

在株式が存在しないため記載をしておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜

在株式が存在しないため記載をしておりません。

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 １．１株当たり純資産額の算定上の基礎

連結貸借対照表の純資産の合計額

3,168百万円

普通株式に係る純資産額

3,059百万円

連結貸借対照表の純資産の合計額と1株当たり純

資産額の算定に用いられた普通株式に係る連結会

計年度末の純資産額との差額の主な内訳

            少数株主持分  109百万円

普通株式の発行済株式数

          22,000,000株

普通株式の自己株式数

          42,557株

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数

          21,957,443株

連結貸借対照表の純資産の合計額

3,793百万円

普通株式に係る純資産額

3,663百万円

連結貸借対照表の純資産の合計額と1株当たり純

資産額の算定に用いられた普通株式に係る連結会

計年度末の純資産額との差額の主な内訳

            少数株主持分  129百万円

普通株式の発行済株式数

          22,000,000株

普通株式の自己株式数

          42,913株

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数

          21,957,087株

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益

129百万円

普通株式に係る当期純利益

129百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません

普通株式の期中平均株式数

21,957,683株

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益

605百万円

普通株式に係る当期純利益

605百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません

普通株式の期中平均株式数

21,957,298株

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,675 1,838

受取手形 110 93

海運業未収金 768 791

その他事業未収金 256 255

短期貸付金 3 6

関係会社短期貸付金 128 103

立替金 163 154

商品及び製品 21 21

原材料及び貯蔵品 211 206

前払費用 46 46

繰延税金資産 16 26

その他 0 0

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,401 3,543

固定資産

有形固定資産

船舶 10,542 10,576

減価償却累計額 △9,759 △9,926

船舶（純額） 782 649

建物 971 965

減価償却累計額 △866 △864

建物（純額） 104 101

構築物 50 52

減価償却累計額 △44 △45

構築物（純額） 6 6

機械及び装置 0 10

減価償却累計額 △0 △3

機械及び装置（純額） 0 7

車両運搬具 62 59

減価償却累計額 △55 △56

車両運搬具（純額） 7 3

器具及び備品 505 534

減価償却累計額 △451 △464

器具及び備品（純額） 54 69

土地 257 236

リース資産 6 6

減価償却累計額 △2 △3

リース資産（純額） 3 2

建設仮勘定 0 1,558

有形固定資産合計 1,217 2,636
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

無形固定資産

借地権 60 60

ソフトウエア 83 77

その他 5 4

無形固定資産合計 148 142

投資その他の資産

投資有価証券 180 165

関係会社株式 127 136

関係会社長期貸付金 750 730

破産更生債権等 809 760

長期前払費用 3 2

繰延税金資産 496 442

敷金 59 59

関係会社長期債権 127 96

その他 58 58

貸倒引当金 △1,445 △1,374

投資その他の資産合計 1,167 1,076

固定資産合計 2,533 3,855

資産合計 5,934 7,399

負債の部

流動負債

支払手形 158 133

海運業未払金 585 482

その他事業未払金 130 126

短期借入金 1,250 1,200

1年内返済予定の長期借入金 73 41

リース債務 0 0

未払金 15 11

未払費用 175 189

未払法人税等 51 189

未払消費税等 － 32

前受金 65 35

預り金 90 81

賞与引当金 21 23

流動負債合計 2,618 2,549

固定負債

長期借入金 59 1,120

リース債務 2 2

退職給付引当金 1,213 1,082

役員退職慰労引当金 76 91

特別修繕引当金 125 117

固定資産圧縮未決算勘定 － 122
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

その他 － 7

固定負債合計 1,477 2,544

負債合計 4,096 5,093

純資産の部

株主資本

資本金 1,100 1,100

資本剰余金

資本準備金 89 89

その他資本剰余金 604 604

資本剰余金合計 693 693

利益剰余金

利益準備金 185 185

その他利益剰余金

退職手当積立金 85 85

固定資産圧縮積立金 10 9

別途積立金 1,285 1,285

繰越利益剰余金 △1,567 △1,095

利益剰余金合計 △1 469

自己株式 △8 △8

株主資本合計 1,783 2,254

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 54 50

評価・換算差額等合計 54 50

純資産合計 1,838 2,305

負債純資産合計 5,934 7,399
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

海運業収益

運賃 5,497 5,749

その他海運業収益 2,383 2,449

海運業収益合計 7,881 8,198

海運業費用

運航費 1,423 1,501

船費 2,537 2,447

事業所費 449 457

その他海運業費用 2,064 2,096

海運業費用合計 6,474 6,502

海運業利益 1,407 1,696

その他事業収益

商事収益 1,419 1,384

その他事業収益合計 1,419 1,384

その他事業費用

商事費用 1,307 1,278

その他事業費用合計 1,307 1,278

その他事業利益 112 105

営業総利益 1,519 1,801

一般管理費 1,075 1,076

営業利益 443 725

営業外収益

受取利息 13 13

受取配当金 14 10

貸倒引当金戻入額 2 58

賃貸料 20 19

その他 7 3

営業外収益合計 58 105

営業外費用

支払利息 16 12

減価償却費 7 7

その他 7 4

営業外費用合計 31 23

経常利益 471 807

特別利益

固定資産売却益 6 －

貸倒引当金戻入額 6 －

国庫補助金 － 10

特別利益合計 12 10
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

特別損失

減損損失 － 20

固定資産除却損 19 10

関係会社株式評価損 66 －

貸倒引当金繰入額 96 －

退職給付費用 24 －

固定資産圧縮損 － 10

特別損失合計 206 41

税引前当期純利益 277 776

法人税、住民税及び事業税 162 259

法人税等調整額 13 46

法人税等合計 175 305

当期純利益 102 471
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,100 1,100

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,100 1,100

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 89 89

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 89 89

その他資本剰余金

当期首残高 604 604

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 604 604

資本剰余金合計

当期首残高 693 693

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 693 693

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 185 185

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 185 185

その他利益剰余金

退職手当積立金

当期首残高 85 85

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 85 85

固定資産圧縮積立金

当期首残高 11 10

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 10 9

別途積立金

当期首残高 1,285 1,285

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,285 1,285

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,671 △1,567

当期変動額
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

固定資産圧縮積立金の取崩 1 1

当期純利益 102 471

当期変動額合計 103 472

当期末残高 △1,567 △1,095

利益剰余金合計

当期首残高 △103 △1

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 102 471

当期変動額合計 102 471

当期末残高 △1 469

自己株式

当期首残高 △8 △8

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △8 △8

株主資本合計

当期首残高 1,681 1,783

当期変動額

当期純利益 102 471

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 102 471

当期末残高 1,783 2,254

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 23 54

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31 △3

当期変動額合計 31 △3

当期末残高 54 50

評価・換算差額等合計

当期首残高 23 54

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31 △3

当期変動額合計 31 △3

当期末残高 54 50

純資産合計

当期首残高 1,705 1,838

当期変動額

当期純利益 102 471

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31 △3

当期変動額合計 133 467

当期末残高 1,838 2,305
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19ページ（９）連結財務諸表に関する注記事項（連結貸借対照表関係）※５をご参照ください。 

  

  

  

以上 

  

  

６．その他

（１）重要な訴訟事件等
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