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● 営業の概況 

    当社の平成２０年１２月期（第１４７期）の中間決算が終了いたしましたので、ここに営業の概 

況をご報告いたします。 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した金

融市場の混乱や、原油価格、穀物価格に代表される原材料の高騰による企業収益の圧迫や個人消費

の鈍化により、先行きに不安感が広がってきました。 

このような状況の下、当社では原油価格の高騰に伴う船舶燃料費の増加に対応するため、昨年に

引き続き燃料油価格変動調整金（バンカーサーチャージ）を実施いたしました。 

また、当社の経営改善策の一環として不採算航路である小木～直江津航路を４月よりカーフェリ

ー１隻体制とし、採算性の向上に努めるとともに余剰船舶の売却を行いました。 

営業施策としては、５月に行われたサイクルイベント「第３回・スポニチ佐渡ロングライド 210」

に全社一丸となって取り組んだ結果、同大会には昨年を上回る 2,650 名の方からの参加をいただき

ました。 

更に、昨年初めて実施し好評であった大手旅行業者による寺泊航路・高速船「あいびす」を利用

した貸切船企画については、本年は大手旅行業者側に企画設定規模の拡大を働き掛けた結果、６月

末時点で昨年を 1,200 名程上回る約 2,000 名の集客実績を上げており、同航路の収入に大きく貢献

しております。 

また、原油価格の高騰に伴い、本年４月～６月期の燃料油価格変動調整金（バンカーサーチャー

ジ）を３ゾーン（昨年４月～６月期は２ゾーン）に引き上げましたが、これによる利用客の減少を

防ぐため６月から週末限定の割引を行い観光客の誘致に努めました。 

しかしながら、ガソリン価格高騰の影響等により旅行需要、特にマイカー客の利用が低迷すると

いう状況で平成 20 年上半期は推移しました。  

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、連結売上高は 4,148,623 千円（前年同期

比 6.0％増）となり、営業損失は 688,595 千円（前年同期比 33.6％増）、経常損失は 781,121 千円

（前年同期比 21.1％増）、中間純損失は 397,232 千円（前年同期比 36.5％増）となりました。  

（単位：千円・％） 

主要科目 平成２０年度中間 平成１９年度中間 前年差 前年比 

売上高 ４，１４８，６２３ ３，９１２，８５８ ２３５，７６５ ６．０

営業損失 ６８８，５９５ ５１５，５７４ １７３，０２１ ３３．６

営業外収益 ７２，１２９ ５２，８９９ １９，２３０ ３６．４

営業外費用 １６４，６５５ １８２，４７４ △１７，８１９ △９．８

経常損失 ７８１，１２１ ６４５，１４９ １３５，９７２ ２１．１

中間純損失 ３９７，２３２ ２９１，０８２ １０６，１５０ ３６．５
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事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当社グループの売上高は事業の性質上、上半期に比し下半期が著しく増加する傾向にあり季節的

変動が顕著であります。 

 

《部門別の概況》 

  ① 海運業 

当中間連結会計期間の旅客輸送人員は737,617人（前年同期比4.8％減）、自動車航送台数は乗用

車換算で97,737台（前年同期比7.5％減）、貨物輸送屯数は62,024屯（前年同期比2.4％減）となり

ました。 

当中間連結会計期間においては、佐渡観光の不振による観光客の減少に歯止めがかからなかった

ことやガソリン価格高騰の影響によりマイカー客が見込みより減少したこと及び原油価格の高騰

により船舶燃料費が大幅に増加していることから、前中間連結会計期間と比べ売上高は減少し、営

業損失は増加しました。 

当中間連結会計期間の売上高は3,567,565千円（前年同期比1.0％減）、営業損失は669,925千円（前

年同期比27.4％増）となりました。 

（単位：千円・％） 

 

  ② その他事業 

前連結会計年度において、株式交換により新たに子会社３社を連結範囲に含めておりますが、期

末日をみなし取得日としたため当該３社の損益が当中間連結会計期間より業績に影響を及ぼして

おります。これにより、売上高、営業費用共に増加しております。 

当中間連結会計期間の売上高は792,076千円（前年同期比63.4％増）、営業損失は29,671千円(前

年同期は営業利益3,707千円)となりました。 

（単位：千円・％） 

 

主要科目 平成２０年度中間 平成１９年度中間 前年差 前年比 

売上高 ３，５６７，５６５ ３，６０５，２５４ △３７，６８９ △１．０

営業損失 ６６９，９２５ ５２５，６６２ １４４，２６３ ２７．４

主要科目 平成２０年度中間 平成１９年度中間 前年差 前年比 

売上高 ７９２，０７６ ４８４，６６６ ３０７，４１０ ６３．４

営業利益  ３，７０７ － －

営業損失 ２９，６７１ － －
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● 今後の見通し 

    平成20年12月期の見通しにつきまして、依然として旅行需要の低迷に伴う観光客の減少傾向は継

続しておりますが、前連結会計年度において発生した新潟県中越沖地震による大幅な減少を若干な

がら回復する傾向にあります。 

輸送実績のうち旅客輸送人員は前連結会計年度並と見込んでおりますが、乗用車、バス等の車両

航送換算台数及び貨物輸送屯数は前連結会計年度を下回る見込みであります。 

しかしながら、新潟航路のジェットフォイル、寺泊航路の高速船「あいびす」の輸送人員増加及

び燃料油高騰に対応する燃料油価格変動調整金の適用等により、営業収入は前連結会計年度を上回

る見込みであります。 

営業収入は前連結会計年度を上回る見込みでありますが、休日出勤手当等の人件費の増加

（60,789千円）及び当初見込みを遙かに上回る船舶燃料費の増加（550,743千円）により利益幅を

圧縮し、営業利益、経常利益ともに平成20年12月期第１四半期時点での通期見通しを下回る見込み

であります。 

また、当中間連結会計期間において、小木～直江津航路のカーフェリー１隻化に伴い、余剰船舶

となった「こさど丸」を売却し、その売却益373,695千円を特別利益に計上しております。 

 以上のことから通期の見通しとしましては、は売上高 10,052,264 千円、営業利益 50,071 千円、

経常利益△120,469 千円、当期純利益 240,351 千円を見込んでおります。 

（単位：千円・％） 

 

主要科目 平成２０年度通期 

〈見込〉 

平成１９年度通期 

〈実績〉 

前年差 前年比 

売上高 １０，０５２，２６４ ９，３０３，５２３ ７４８，７４１ ８．０

営業利益 ５０，０７１ １９２，１８４ △１４２，１１３ △７４．０

経常損失 １２０，４６９ ５５，９０４ ６４，５６５ １１５．５

当期純利益 ２４０，３５１ ３１５，０９５ △７４，７４４ △２３．７



（輸送人員） （単位：人）

平成20年度中間 ７３７，６１７人 （内ジェットフォイル２１５，９０４人）
対前年同期比△３７，４７５人・△４．８％ （ジェットフォイル１，３３０人・０．６％）

平成19年度通期 １，８４２，０５６人 （内ジェットフォイル４６２，７０４人）

平成１9年度中間 ７７５，０９２人 （内ジェットフォイル２１４，５７４人）

平成１8年度通期 １，９７１，９０２人 （内ジェットフォイル４９３，３０１人）

（航送換算台数） （単位：台）

平成20年度中間 ９７，７３７台
対前年同期比△７，９３９台・△７．５％

平成19年度通期 ２５４，２６３台

平成１9年度中間 １０５，６７６台

平成１8年度通期 ２７２，４１２台

（貨物重量㌧数） （単位：トン）

平成20年度中間 ６２，０２４トン
対前年同期比△１，５５３トン・△２．４％

平成19年度通期 １３１，５１０トン

平成１9年度中間 ６３，５７７トン

平成１8年度通期 １３９，１６２トン

（売上高：海運業） （単位：千円）

平成20年度中間 ３，５６７，５６５千円
対前年同期比△３７，６８９千円・△１．０％

平成19年度通期 ８，６４９，０６６千円

平成１9年度中間 ３，６０５，２５４千円

平成１8年度通期 ８，７３４，３２１千円

（営業損益：海運業） （単位：千円）

平成２０年度中間 営業損失６６９，９２５千円
対前年同期比１４４，２６３千円・２７．４％

平成１９年度通期 営業利益１６９，４６６千円

平成１９年度中間 営業損失５２５，６６２千円

平成１８年度通期 営業利益２２０，２８０千円

４
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