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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 2,461 △4.7 △109 ― △297 ― △297 ―
24年12月期第1四半期 2,582 7.4 13 ― 3 ― △45 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △247百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 △26百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 △13.55 ―
24年12月期第1四半期 △2.07 ―

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

25年12月期第1四半期 11,128 3,501 30.2 153.18
24年12月期 9,121 3,793 40.2 166.86
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  3,363百万円 24年12月期  3,663百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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。 

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

24年12月期 ― ― ― 2.00 2.00
25年12月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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) 5,000 △2.3 △360 ― △470 ― △380 ― △17.31
通期 11,600 0.7 370 △59.9 250 △75.0 110 △81.8 5.01



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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】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。 
・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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 22,000,000 株 24年12月期 22,000,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 43,331 株 24年12月期 42,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 21,956,774 株 24年12月期1Q 21,957,432 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、経済対策・金融政策への期待感から平均株価が

上昇し、円安が進行するなど輸出関連企業を中心に業績改善がみられたものの、欧州の債務問題の長期

化や新興国の経済成長の減速等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の下、旅客部門は１月下旬より３月中旬にかけて開催された大島のビッグイベント

「大島椿まつり」やスポーツイベント等の集客活動への取り組みを強化した結果、旅客は好調に推移い

たしました。一方、貨物部門では各島工事関連品目の輸送動向を注視し、集荷に遺漏がないように努め

ましたが、一部の島において公共工事が減少し、輸送量が伸び悩みました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高２４億６千１百万円（前年同期２５億８千２

百万円）、営業損失１億９百万円（前年同期営業利益１千３百万円）となりました。また、営業外損益

では、持分法適用関連会社において訴訟の解決に伴い臨時損失の発生があり、経常損失２億９千７百万

円（前年同期経常利益３百万円）、これに特別損益と税金費用などを計上した後の四半期純損失は２億

９千７百万円（前年同期純損失４千５百万円）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。なお、当第１四半期連結会計期間より報告セグメント

の変更を行っており、前年同期比較に当たっては、前年同期の数値を変更後の報告セグメントに組み替

えて行っております。 

  

≪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」の集客活動や大島日帰り商品の販売強化に努め

た結果、伊豆地区を中心に旅客が好調に推移し、全航路での旅客数は１４万８千人（前年同期１４万３

千人）となりました。一方、貨物部門は、一部の島で大型建設工事の終了などで、輸送量が伸び悩み、

貨物取扱量は全島で８万２千トン（前年同期８万６千トン）に止まりました。 

この結果、当事業の売上高は１８億４千７百万円（前年同期１８億８千５百万円）、費用面では船舶

関係費用の増加があり、営業利益は７千５百万円（前年同期営業利益２億１千万円）となりました。 

  

≪商事料飲事業≫  

当事業の中心となる商事部門は、一部の島において大型建設工事が終了したことなどから、島嶼向け

セメントおよび燃料油の販売がともに減少いたしました。この結果、当事業の売上高は３億２千２百万

円（前年同期４億２千６百万円）、営業利益は１千２百万円（前年同期営業利益２千１百万円）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、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

スを新設し積極的に営業展開を行いました。利用状況も好調に推移し、全クルーズでの利用客数は１万

９千人（前年同期１万７千人）、売上高は１億５千１百万円（前年同期１億４千５百万円）、費用面で

は船舶減価償却費の減少もあり、営業損失は７千５百万円（前年同期営業損失９千１百万円）となりま

した。 

  

１．当四半期決算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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≪ホテル事業≫ 

大島温泉ホテル事業は、「椿まつり」の観光客増加により、昼食利用の団体客を中心に、宿泊客・休

憩客ともに好調に推移いたしました。また、観光シーズンを前に、客室・温泉施設の整備を行い、サー

ビスの維持・向上にも努めました。この結果、売上高は９千４百万円（前年同期８千７百万円）、営業

利益は１千万円（前年同期営業利益８百万円）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におけるバス部門は、大島の観光シーズン「椿まつり」を迎え、定期観

光バスの利用客が好調に推移いたしました。この結果、売上高は９千２百万円（前年同期８千６百万

円）、営業利益は２千３百万円（前年同期営業利益１千７百万円）となりました。なお、定期路線バス

においては、大島町からの継続的な支援を受けております。 

  

（資産、負債および純資産の状況）  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は１１１億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ２０

億７百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル１隻の取得および建造中の船舶の建設仮

勘定などで有形固定資産が２３億７千３百万円増加したことなどによるものです。 

負債は７６億２千６百万円となり、前連結会計年度末と比べて２２億９千８百万円増加しました。そ

の主な要因は、ジェットフォイル１隻の取得資金および新造船建造資金など借入金が２０億８千３百万

円増加したことなどによるものです。 

純資産は３５億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億９千１百万円減少しました。その主な

要因は、その他有価証券評価差額金が４千１百万円増加したのに対し、配当金の支払および四半期純損

失などで利益剰余金が３億４千１百万円減少したことなどによるものです。 

  

平成２５年１２月期の業績予想につきましては、平成２５年２月１４日に公表しました業績予想を変

更しております。詳細につきましては、本日（平成２５年５月９日）公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

（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
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年1月１

日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。  

これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失への影

響は軽微であります。 

  

（役員退職慰労引当金の廃止） 

当社は、平成25年３月26日開催の第188回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打

ち切り支給を決議いたしました。 

これに伴い、役員退職慰労引当金は全額取崩し、打ち切り支給額の109百万円を長期未払金として固

定負債の「その他」に含めて表示しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,645 1,994

受取手形及び営業未収金 1,072 1,374

商品及び製品 58 51

原材料及び貯蔵品 233 205

繰延税金資産 26 79

その他 145 297

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 4,179 4,000

固定資産

有形固定資産

船舶 11,928 13,227

減価償却累計額 △11,180 △11,228

船舶（純額） 748 1,999

建物及び構築物 1,192 1,219

減価償却累計額 △1,042 △1,047

建物及び構築物（純額） 149 171

土地 302 302

建設仮勘定 1,563 2,599

その他 1,205 1,275

減価償却累計額 △1,030 △1,037

その他（純額） 174 238

有形固定資産合計 2,937 5,311

無形固定資産 145 143

投資その他の資産

投資有価証券 1,263 1,121

繰延税金資産 442 402

その他 276 267

貸倒引当金 △125 △119

投資その他の資産合計 1,857 1,672

固定資産合計 4,941 7,127

資産合計 9,121 11,128
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 706 938

短期借入金 1,252 1,442

未払法人税等 227 24

賞与引当金 31 125

その他 503 648

流動負債合計 2,721 3,179

固定負債

長期借入金 1,132 3,026

退職給付引当金 1,115 1,036

役員退職慰労引当金 104 －

特別修繕引当金 119 135

固定資産圧縮未決算勘定 122 122

その他 12 126

固定負債合計 2,606 4,447

負債合計 5,327 7,626

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 1,823 1,482

自己株式 △8 △8

株主資本合計 3,609 3,267

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 54 95

その他の包括利益累計額合計 54 95

少数株主持分 129 138

純資産合計 3,793 3,501

負債純資産合計 9,121 11,128
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
 至 平成25年３月31日)

売上高

海運業収益 1,877 1,840

その他事業収益 705 620

売上高合計 2,582 2,461

売上原価

海運業費用 1,508 1,609

その他事業費用 734 627

売上原価合計 2,242 2,236

売上総利益 340 225

販売費及び一般管理費 326 335

営業利益又は営業損失（△） 13 △109

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

賃貸料 4 3

助成金収入 － 5

補助金収入 2 2

その他 3 5

営業外収益合計 11 18

営業外費用

支払利息 3 2

持分法による投資損失 16 200

その他 1 2

営業外費用合計 21 205

経常利益又は経常損失（△） 3 △297

特別利益

国庫補助金 10 49

特別利益合計 10 49

特別損失

固定資産圧縮損 10 49

特別損失合計 10 49

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

3 △297

法人税、住民税及び事業税 27 22

法人税等調整額 13 △30

法人税等合計 41 △8

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38 △288

少数株主利益 7 8

四半期純損失（△） △45 △297
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四半期連結包括利益計算書
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24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38 △288

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11 41

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 11 41

四半期包括利益 △26 △247

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △33 △256

少数株主に係る四半期包括利益 7 8
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１．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 
(単位：百万円) 

 

 (注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△152百万円には、セグメント間取引消去△1百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△151百万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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

１．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  
(単位：百万円) 

 

 (注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△156百万円には、セグメント間取引消去△1百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△155百万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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、従来「その他の事業」としていた船舶修理業について、今後の事

業展開を勘案し、現状の報告セグメントの見直しを行った結果、「海運関連事業」の区分に変更して

おります。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成して

おり、前第１四半期連結累計期間の「１．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」に記載しております。 

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
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

合計

売上高

外部顧客への売上高 1,877 387 144 87 85 2,582 ― 2,582

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

8 39 0 0 1 49 △49 ―

計 1,885 426 145 87 86 2,632 △49 2,582

セグメント利益 
又は損失(△)

210 21 △91 8 17 166 △152 13

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
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

合計

売上高

外部顧客への売上高 1,840 286 151 94 89 2,461 ― 2,461

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

6 36 0 0 2 46 △46 ―

計 1,847 322 151 94 92 2,508 △46 2,461

セグメント利益 
又は損失(△)

75 12 △75 10 23 47 △156 △109

（５）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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