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平成１７年１２月期   個別財務諸表の概要         平成 18 年 2 月 27 日 

 
会  社  名  佐 渡 汽 船 株 式 会 社            上 場 取 引 所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ９１７６                       本社所在都道府県  新 潟 県 
（ＵＲＬ http://www.sadokisen.co.jp ） 
代  表  者  役  職  名  代表取締役社長     

氏    名  戸 田 正 之 
問い合わせ先  責任者役職名  常務取締役総務部長     

氏    名  池 田 謙 一        ＴＥＬ（０２５）２４５－２３１１ 
決算取締役会開催日  平成 18 年 2 月 27 日     中間配当制度の有無   無 
定時株主総会開催日  平成 18 年 3 月 29 日     単元株制度採用の有無  有（１単元：100 株） 
 
１．17 年 12 月期の業績（平成17 年 1 月 1 日～平成17 年 12 月 31 日） 

(1)  経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

      百万円  ％ 
       8,619    (△0.5) 
      8,660   (△7.9) 

      百万円  ％ 
△289    (   －  ) 

          △131    (   － ) 

      百万円  ％ 
△605   ( － ) 
△488   ( － ) 

 
 
 

当期純利益 
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 

株主資本 
当期純利益率  

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

    百万円  ％ 
△ 642   (  － ) 

    △ 378   (  － ) 

    円 銭 
△64.26     
△37.90 

   円  銭 
  － － 
   － － 

    ％ 
△41.0 

  △18.3 

    ％ 
△3.7 
△2.7 

    ％ 
△7.0 
△5.6 

（注）①期中平均株式数    17 年 12 月期 9,999,506 株     16 年12 月期  9 ,999,620 株 
   ②会計処理の方法の変更   無 
   ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 (2) 配当状況                                   （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  
 中 間 期 末 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

  円 銭 
     0 .00  
     0 .00  

  円 銭 
    － － 
  － － 

  円 銭 
   0.00 
   0.00 

   百万円 
     － 
     － 

     ％ 
     － 
     － 

     ％ 
     － 
      － 

 (3) 財政状態                                   （百万円未満切捨） 

 
 

総 資 産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
     

17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

      百万円 
15,500 

          17,281 

      百万円 
      1,264 
           1,867 

        ％ 
             8.2 
            10.8 

       円 銭 
     126.44 
          186.73 

 （注）①期末発行済株式数  17 年 12 月期  9,999,354 株  16 年12 月期 9,999,603 株 
    ②期末自己株式数   17 年 12 月期     646 株   16 年 12 月期    397 株 

 
２．18 年 12 月期の業績予想（平成18 年 1 月 1 日～平成18 年 12 月 31 日） 

１株当たり年間配当金  

 
売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中間期 
通 期 

   百万円 
  3,580 
    8,715 

   百万円 
  △577 
   134 

   百万円 
  △1,684 
  △1,433 

  円  銭 
  － － 
   

  円  銭 
   
   0.00 

円  銭 
－ － 
 0.00 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △144 円 34 銭 

 
※ 上記の予想は本資料の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、実際の業績は今後さまざまな要因によっ 

て予想数値と異なる可能性があります。 
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５．個別財務諸表等 

 （１）財務諸表 

① 貸借対照表 
単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(平成16年12月31日) 

当事業年度 

(平成17年12月31日) 
増減額 

区分 
注記 
番号 金額 

構成比 
(％) 金額 

構成比 
(％) 金額 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金・預金   2,891,876   2,111,140   △780,736 

２ 海運業未収金 ※5  168,388   178,283   9,895 

３ その他事業未収金   7,794   8,960   1,166 

４ 貯蔵品   620,549   632,108   11,559 

５ 前払費用   76,657   74,755   △1,902 

６ 代理店債権   12,050   7,161   △4,889 

７ 未収金 ※5  9,922   13,063   3,141 

８ 繰延税金資産   234,035   299,408   65,373 

９ その他流動資産 ※5  24,783   17,489   △7,294 

貸倒引当金   △1,641  △193  1,448 

流動資産合計   4,044,415 

 
 

23.4  3,342,178 

 
 

21.6  △702,237 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 船舶 ※1 28,969,205   28,277,717     

  減価償却累計額  23,560,331 5,408,874  23,142,689 5,135,028   △273,846 

(2) 建物 ※1.6 9,847,883   9,877,089     

減価償却累計額  5,959,594 3,888,288  6,192,617 3,684,472   △203,816 

(3) 構築物 ※1.6 2,230,414   2,259,044     

    減価償却累計額  1,724,537 505,876  1,771,878 487,165   △18,711 

(4) 車両・運搬具  464,769   454,858     

  減価償却累計額  402,506 62,263  389,546 65,312   3,049 

(5) 器具・備品 ※1.6 1,266,459   1,255,290     

減価償却累計額  1,163,829 102,630  1,155,354 99,935   △2,695 

(6) 土地 ※1.6  2,045,943   2,032,462   △13,481 

(7) 建設仮勘定   279,980   25,900   △254,080 

有形固定資産合計   12,293,856 71.2  11,530,276 74.4  △763,580 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア   5,948   8,548   2,600 

(2) 電話加入権   16,934   16,934   － 

(3) その他無形固定資産   60   226   166 

無形固定資産合計   22,944 0.1  25,709 0.2  2,765 
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(平成16年12月31日) 

当事業年度 

(平成17年12月31日) 
増減額 

区分 
注記 
番号 金額 

構成比 
(％) 金額 

構成比 
(％) 金額 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   240,702   297,393   56,691 

(2) 関係会社株式   78,200   54,654   △23,546 

(3) 出資金   5,137   5,137   － 

(4) 関係会社出資金   250   0   △250 

(5) 従業員に対する 
長期貸付金 

  －   4,000   4,000 

(6) 長期前払費用 ※2  196,118   166,958   △29,160 

(7) 保証金   26,201   25,782   △419 

(8) 繰延税金資産   344,807   36,242   △308,565 

(9) その他長期資産   28,678   12,009   △16,669 

投資その他の資産合計   920,095 5.3  602,176 3.9  △317,919 

固定資産合計   13,236,895 76.6  12,158,162 78.4  △1,078,733 

資産合計   17,281,311 100.0  15,500,340 100.0  △1,780,971 
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(平成16年12月31日) 

当事業年度 

(平成17年12月31日) 
増減額 

区分 
注記 
番号 金額 

構成比 
(％) 金額 

構成比 
(％) 金額 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 海運業未払金 ※5  344,320   329,845   △14,475 

２ その他事業未払金 ※5  1,254   1,524   270 

３ 一年以内に返済予定 
  の長期借入金 ※1  2,267,636   2,298,426   30,790 

４ 未払金   192   4,641   4,449 

５ 未払法人税等   2,541   17,313   14,772 

６ 未払消費税等   15,826   7,913   △7,913 

７ 未払費用   58,848   17,997   △40,851 

８ 前受金   30,935   37,782   6,847 

９ 預り金   36,411   35,771   △640 

10 前受収益   1,171   788   △383 

11 代理店債務   80   1,998   1,918 

12 その他流動負債 ※5  36,107   14,814   △21,293 

流動負債合計   2,795,327 16.2  2,768,817 17.9  △26,510 

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※1  10,392,183   9,197,907   △1,194,276 

２ 引当金          

(1)  退職給付引当金  2,016,978   2,101,257   84,279  

(2) 役員退職給与引当金  118,037   55,753   △62,284  

(3) 特別修繕引当金  91,535 2,226,550  112,329 2,269,340  20,794 42,790 

固定負債合計   12,618,734 73.0  11,467,248 74.0  △1,151,486 

負債合計   15,414,062 89.2  14,236,065 91.8  △1,177,997 
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(平成16年12月31日) 

当事業年度 

(平成17年12月31日) 
増減額 

区分 
注記 
番号 金額 

構成比 
(％) 金額 

構成比 
(％) 金額 

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ※3  500,000 2.9  500,000 3.2  
－ 
 

Ⅱ 資本剰余金          

  資本準備金  20,358   20.358   －  

資本剰余金合計   20,358 0.1  20,358 0.1  － 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金  125,000   125,000   －  

２ 任意積立金          

   別途積立金  1,434,000   1,210,000   △224,000  

３ 当期未処理損失  221,071   639,652   418,581  

利益剰余金合計   1,337,928 7.7  695,347 4.5  △642,581 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   9,258 0.1  48,987 0.3  39,729 

Ⅴ 自己株式 ※4  △296 △0.0  △418 △0.0  △122 

資本合計   1,867,248 10.8  1,264,275 8.2  △602,973 

負債・資本合計   17,281,311 100.0  15,500,340 100.0  △1,780,971 
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② 損益計算書 
単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(自 平成16年１月１日） 
（至 平成16年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年１月１日） 
（至 平成17年12月31日) 

増減額 

区分 
注記 
番号 金額 

百分比
（％） 金額 

百分比 
(％) 金額 

Ⅰ 海運業収益          

  １ 運賃          

  （1）貨物運賃  804,869   813,759   8,890  

  （2）自動車航送運賃  2,946,194   2,759,275   △186,919  

  （3）船客運賃  4,413,594 8,164,658  4,504,676 8,077,711  91,082 △86,947 

 ２ その他海運業収益   61,730   65,039   3,309 

  海運業収益合計   8,226,388 95.0  8,142,751 94.5  △83,637 

Ⅱ 海運業費用          

  １ 運航費          

  （1）貨物費  421,899   405,778   △16,121  

  （2）船客費  724,868   695,173   △29,695  

  （3）燃料費  864,029   1,131,397   267,368  

  （4）港費  104,761   104,497   △264  

  （5）その他運航費  236,423 2,351,982  240,677 2,577,524  4,254 225,542 

  ２ 船費          

  （1）船員費  1,834,647   1,717,113   △117,534  

  （2）退職給付費用  198,816   204,668   5,852  

  （3）船舶消耗品費  32,707   32,740   33  

  （4）船舶保険料  108,032   100,950   △7,082  

  （5）船舶修繕費  278,309   356,142   77,833  

  （6）特別修繕引当金 
      繰入額 

 35,222   45,283   10,061  

  （7）船舶減価償却費  842,489   851,819   9,330  

  （8）その他船費  65,750 3,395,975  62,619 3,371,337  △3,131 △24,638 

  ３ 小蒸気船費   694   668   △26 

  ４ 事業所費用          

  （1）従業員給与  1,121,431   1,039,429   △82,002  

  （2）退職給付費用  204,880   207,077   2,197  

  （3）福利厚生費  168,241   156,846   △11,395  

  （4）通信費  19,176   20,456   1,280  

  （5）水道光熱費  64,815   64,674   △141  

  （6）資産維持費  232,587   229,270   △3,317  

  （7）減価償却費  192,985 2,004,118 23.1 185,394 1,903,149 22.1 △7,591 △100,969 

  海運業費用合計   7,752,770 89.5  7,852,680 91.1 99,910 

  海運業利益   473,618 5.5  290,071 3.4 
 

△183,547 
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(自 平成16年１月１日） 
（至 平成16年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年１月１日） 
 （至 平成17年12月31日） 

増減額 

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比
（％） 

金額 
百分比 
(％) 

金額 

Ⅲ その他事業収益          

  １ 自動車事業収益   172,031   170,800   △1,231 

  ２ 旅行業収益   225,303   267,627   42,324 

  ３ 不動産賃貸業収益   36,659   37,852   1,193 

  その他事業収益合計   433,994 5.0  476,280 5.5  42,286 

Ⅳ その他事業費用          

  １ 自動車事業費用   66,792   73,072   6,280 

  （内 減価償却費）   (24,188)   (24,512)   (324)

  ２ 旅行業費用   208,990   243,276   34,286 

  ３ 不動産賃貸業費用   110,472   100,843   △9,629 

  （内 減価償却費）   (67,110)   (62,110)   (△5,000)

  その他事業費用合計   386,255 4.5  417,192 4.8  30,937 

  その他事業利益   47,738 0.6  59,088 0.7  11,350 

  営業総利益   521,357 6.0  349,159 4.1  △172,198 

Ⅴ 一般管理費          

  １ 役員報酬   61,439   69,291   7,852 

  ２ 従業員給与   222,646   206,414   △16,232 

  ３ 退職給付費用   73,950   78,402   4,452 

  ４ 役員退職給与 
   引当金繰入額   20,799   21,332   533 

  ５ 福利厚生費   40,157   39,253   △904 

  ６ 旅費・交通費   2,085   2,511   426 

  ７ 通信費   2,117   3,072   955 

  ８ 光熱・消耗品費   23,200   17,349   △5,851 

  ９ 租税公課   58,696   74,619   15,923 

  10 資産維持費   30,682   18,742   △11,940 

  11 減価償却費   30,289   26,930   △3,359 

  12 交際費   1,810   1,332   △478 

  13 会費・寄附金   3,783   3,565   △218 

 14 貸倒引当金繰入額   1,407   －   △1,407 

  15 その他一般管理費   79,904   75,425   △4,479 

  一般管理費合計   652,969 7.5  638,243 7.4  △14,726 

  営業損失   131,612 △1.5  289,084 △3.4  157,472 

Ⅵ 営業外収益          

  １ 受取利息   661   505   △156 

  ２ 受取配当金   4,486   4,926   440 

 ３ 貸地貸室料 ※1  84,438   85,027   589 

 ４ 広告料収入   15,832   15,594   △238 

  ５ その他営業外収益   48,629   37,647   △10,982 

  営業外収益合計   154,049 1.8  143,703 1.7  △10,346 
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前事業年度 

(自 平成16年１月１日） 
（至 平成16年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年１月１日） 
 （至 平成17年12月31日） 

増減額 

区分 
注記 
番号 金額 

百分比
（％） 金額 

百分比 
(％) 金額 

Ⅶ 営業外費用          

  １ 支払利息   436,339   388,586   △47,753 

  ２ 長期前払費用償却   19,956   19,946   △10 

  ３ 休止固定資産 
   減価償却費 

  37,064   33,103   △3,961 

 ４ 休止固定資産 
   維持管理費 

  17,295   17,227   △68 

  ５ その他営業外費用   34   1,753   1,719 

  営業外費用合計   510,690 5.9  460,618 5.3  △50,072 

  経常損失   488,253 △5.6  605,999 △7.0  117,746 

Ⅷ 特別利益          

 １ 貸倒引当金取崩益   －   1,446   1,446 

 ２ 特別修繕引当金 
取崩益 

  －   11,460   11,460 

 ３ 退職給付引当金 
   取崩益 

※2  12,481   －   △12,481 

  ４ 固定資産売却益 ※3  17,047   223,787   206,740 

  ５ 役員年金資産 
取崩差益   －   7,037   7,037 

  ６ 海難事故保険金   －   1,330   1,330 

  特別利益合計   29,528 0.3  245,062 2.8  215,534 

Ⅸ 特別損失          

  １ 固定資産売却損 ※4  348   277   △71 

  ２ 固定資産除却損 ※5  11,200   7,929   △3,271 

  ３ 投資有価証券評価損   280   10,003   9,723 

  ４ 関係会社株式評価損   －   23,545   23,545 

  ５ 関係会社出資金 
評価損   －   249   249 

  ６ 割増退職金   18,102   20,869   2,767 

  ７ その他特別損失   0   －   △0 

  特別損失合計   29,932 0.3  62,875 0.7  32,943 

  税引前当期純損失   488,657 △5.6  423,812 △4.9  △64,845 

  法人税、住民税 
  及び事業税  2,579   2,542   △37  

  法人税等調整額  △112,291 △109,712 △1.3 216,226 218,768 2.5 328,517 328,480 

  当期純損失   378,944 △4.4  642,580 △7.5  263,636 

  前期繰越利益   157,872   2,928   △154,944 

  当期未処理損失   221,071   639,652   418,581 
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③ 損失処理計算書（案） 
 

損失処理計算書   損失処理計算書(案）  

   単位：千円（千円未満切捨）

前事業年度 
(平成16年１月１日) 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年１月１日) 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額 区分 
注記 
番号 

金額 

Ⅰ 当期未処理損失   221,071 Ⅰ 当期未処理損失   639,652 

        

Ⅱ 損失処理額    Ⅱ 損失処理額    

任意積立金 
取崩額    

任意積立金 
取崩額    

別途積立金 
取崩額   224,000 

別途積立金 
取崩額   650,000 

        

Ⅲ 次期繰越利益   2,928 Ⅲ 次期繰越利益   10,347 
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重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 
   移動平均法による原価法によっております。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 
   同左 

 (2) その他有価証券 
  (イ)時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく時価法によってお
ります。(評価差額は全部資本直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。) 

 (2) その他有価証券 
  (イ)時価のあるもの 

    同左 

  (ロ)時価のないもの 
    移動平均法による原価法によっております。 

  (ロ)時価のないもの 
    同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  先入先出法による原価法によっております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
  同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
   定率法によっております。 
   但し、一部の船舶及び平成10年４月１日以降に取

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、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

    船舶         ３～15年 
    建物及び構築物    ３～50年 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
   同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 
   なお、自社利用のソフトウェアについては、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。 

 (2) 無形固定資産 

   同左 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れ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より、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。 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

   同左 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度
末に発生していると認められる額を計上しておりま
す。 

   数理計算上の差異は、発生年度の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度より

費用処理しております。 
   過去勤務債務は、発生した事業年度において費用

処理しております。 

   なお、会計基準変更時差異（1,692,026千円）に
ついては、15年による按分額を費用処理しておりま
す。 

 (2) 退職給付引当金 
   同左 
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前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (3) 役員退職給与引当金 
   役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規によ

る期末要支給額の100％相当額を計上しておりま

す。 

 (3) 役員退職給与引当金 
   同左 

 (4) 特別修繕引当金 
   船舶安全法第５条第１項に基づく定期検査工事費

用に充てるため、将来の修繕見積額に基づき計上し

ております。 

 (4) 特別修繕引当金 
   同左 

５ 収益及び費用の計上基準 
 (1) 海運業収益 

   貨物運賃、自動車航送運賃、船客運賃とも、それ
ぞれ積荷基準、乗船基準に基づいて当期の収益に計
上し、その他収益も発生の都度期間に応じて計上し

ております。 

５ 収益及び費用の計上基準 
 (1) 海運業収益 

   同左 

 (2) 海運業費用 
   すべての費用は発生の都度経過期間に応じて計上

しております。 

 (2) 海運業費用 
   同左 

６ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、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。 

６ リース取引の処理方法 
  同左 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 
 (1) 消費税等 
   消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま

す。 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 
 (1) 消費税等 
   同左 

 
 (2) 支払利息 
   支払利息につきましては原則として発生時に費用

処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、
工事着工より工事完成までの期間が長期にわたり
且つ投資規模の大きい資産については、工事中に

発生する支払利息を取得原価に算入しておりま
す。なお、当事業年度中に取得原価に算入した支
払利息は1,071千円であります。 

 (2) 支払利息 
   支払利息につきましては原則として発生時に費用

処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、工
事着工より工事完成までの期間が長期にわたり且つ
投資規模の大きい資産については、工事中に発生す

る支払利息を取得原価に算入しております。なお、
当事業年度中に取得原価に算入した支払利息は916
千円であります。 
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表示方法の変更 
 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

（損益計算書） 

１.営業外収益の「関係会社店舗等賃貸料」（10,085千
円）は、前事業年度まで区分して表示しておりました
が、明瞭性の見地から当事業年度より「貸地貸室料」

に含めて表示し、関係会社に係るものについては損益
計算書の注記事項としております。 

  なお、前事業年度の「貸地貸室料」は88,420千円で

あります。 
 
２.営業外収益の「広告料収入」は、前事業年度は「そ

の他営業外収益」に含めて表示しておりましたが、金
額の重要性により区分掲記しております。 

  なお、前事業年度の「その他営業外収益」に含まれ

ている「広告料収入」は13,856千円であります。 

 

                 

 

 

追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

（休止固定資産減価償却費及び休止固定資産維持管理

費） 
  賃貸用不動産の一部（建物353,509千円、構築物
2,478千円、器具備品442千円、土地278,250千円）を

当事業年度より休止固定資産としております。 
  これに伴い、前事業年度までその他事業費用に含め
ておりましたこれらに係る費用について、当事業年度

より営業外費用として計上しております。 
  この結果、その他事業費用が54,359千円減少し、営
業外費用が54,359千円増加しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
単位：千円（千円未満切捨） 

前事業年度 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年12月31日) 

※１ 担保又は財団抵当に供している資産 
 (担保に供している資産) 

船舶 5,051,065   
建物 1,007,203 
土地 1,606,642 

計 7,664,911 
  上記の資産を担保に供した債務 

長期借入金  
(1年以内に返済するものを 
含む) 5,336,680   

計 5,336,680 
 
 (観光施設財団抵当に供している資産) 

建物 166,323   
構築物 142,346 
器具・備品 1,195 

計 309,865 
  上記の資産を観光施設財団抵当に供した債務 

長期借入金  
(1年以内に返済するものを 
含む) 251,734   

計 251,734 
 

※１ 担保又は財団抵当に供している資産 
 (担保に供している資産) 

船舶 4,782,471   
建物 948,524 
土地 1,606,642 

計 7,337,638 
  上記の資産を担保に供した債務 

長期借入金  
(1年以内に返済するものを 
含む) 4,929,822   

計 4,929,822 
 
 (観光施設財団抵当に供している資産) 

建物 151,170   
構築物 128,961 
器具・備品 1,135 

計 281,267 
  上記の資産を観光施設財団抵当に供した債務 

長期借入金  
(1年以内に返済するものを 
含む) 170,374   

計 170,374 
 

  
※２ 長期前払費用の内、万代島ジェットフォイルバー

ス負担金(新潟県所有)他については、償却期間は当

該建物等の法人税法による耐用年数の７/10に相当
する年数であります。 

 

※２ 同左 

※３ 会社が発行する株
式総数 

普通株式 20,000,000株 ※３ 会社が発行する株
式総数 

普通株式 20,000,000株 

 発行済株式数 普通株式 10,000,000株  発行済株式数 普通株式 10,000,000株 

      

※４ 
 

 

 

自己株式の保有数 
普通株式 397株 

  
 

※４ 自己株式の保有数 
普通株式 646株 
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単位：千円（千円未満切捨） 

前事業年度 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年12月31日) 

※５ 区分掲記したもの以外の関係会社に対する資産・
負債 

 

   (資産) 
海運業未収金 10,060  
未収金 11 

その他流動資産 238 

計 10,309 
 

※５ 区分掲記したもの以外の関係会社に対する資産・
負債 

 

   (資産) 
海運業未収金 6,478  
未収金 3,861 

その他流動資産 516 

計 10,856 
 

   (負債) 
 

海運業未払金 8,451  

その他事業未払金 287 

計 8,739 
  

 

   (負債) 
海運業未払金 8,892  
その他事業未払金 388 

その他流動負債 68 

計 9,349 
  

 
※６ 重要な休止固定資産 

   有形固定資産に含めて表示している重要な休止固
定資産は以下のとおりであります。 
建物 353,509  

構築物 2,478 
器具・備品 442 
土地 278,250 

  
 

※６ 重要な休止固定資産 

   有形固定資産に含めて表示している重要な休止固
定資産は以下のとおりであります。 
建物 320,935  

構築物 2,030 
器具・備品 360 
土地 278,250 

  
 

※ 配当制限 
  有価証券の時価評価により、純資産額が9,258千円

増加しております。 
  なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号に規
定する配当に充当することが制限されている金額であ

ります。 

※ 配当制限 
  有価証券の時価評価により、純資産額が48,987千円

増加しております。 
  なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号に規
定する配当に充当することが制限されている金額であ

ります。 
 

※ 偶発債務 

  下記のとおり銀行借入金等に対する保証を行ってお
ります。 

保証債務  

佐渡汽船商事㈱ 436,425   

㈱はじき野フィールドパーク 13,410 

㈱日本海移動無線 10,640 

㈱佐渡西三川ゴールドパーク 3,600 

計 464,075 
 

※ 偶発債務 

  下記のとおり銀行借入金に対する保証を行っており
ます。 

 

保証債務  

佐渡汽船商事㈱ 427,437   

㈱はじき野フィールドパーク 10,746 

㈱日本海移動無線 3,720 

計 441,903 
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(損益計算書関係) 
単位：千円（千円未満切捨） 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 貸地貸室料 
 関係会社に係るもの 10,085  

 その他 74,353 

 計 84,438 
 

※１ 貸地貸室料 
 関係会社に係るもの 11,015  

 その他 74,011 

 計 85,027 
 

※２ 退職給付引当金取崩益 
    従業員の死亡退職に際し、当社退職金規定によ

る退職金受給権者が存在しないことから、該当す
る退職給付引当金を取崩し利益計上するものであ
ります。 

※２  
                 

※３ 固定資産売却益 
 

 船舶 16,989  

 車両 58 

 計 17,047 
 

※３ 固定資産売却益 
 船舶 222,569  
 車両・運搬具 199 

 土地 1,018 

 計 223,787 
 

   「船舶」の16,989千円は、ジェットフォイル用予

備エンジン１基の売却益であります。 
 

   「船舶」の222,569千円は、カーフェリー「えっ

さ丸」の売却益であります。 
 

※４ 固定資産売却損 

 車両 348  

 計 348 
   

※４ 固定資産売却損 

 車両・運搬具 277  

 計 277 
 

※５ 固定資産除却損 
 

 建物 6,332  
 構築物 708 
 車両・運搬具 251 

 器具・備品 1,369 
 その他 2,538 

 計 11,200 
 

※５ 固定資産除却損 
 船舶 652  

 建物 1,113 
 構築物 0 
 車両・運搬具 409 

 器具・備品 1,478 
 その他除却損 4,275 

 計 7,929 
 

    「船舶」の652千円は、ジェットフォイル暗視カ
メラの除却損であります。 

   「その他除却損」の4,275千円はコンピューター

ルーム・センターマシン入替に伴う既存設備の撤
去費用他、除却資産の解体撤去費用であります。 
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(リース取引関係) 
単位：千円（千円未満切捨） 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

 

器具・備品 139,437 87,108 52,328 

合計 139,437 87,108 52,328 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が
有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。 

 
取得価額 
相当額 

 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額 

 

器具・備品 183,191 94,331 88,860 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しています。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 29,549  
１年超 22,779 

合計 52,328 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 36,563  
１年超 52,296 

合計 88,860 
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ています。 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ています。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 36,925  
減価償却費相当額 36,925  

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 42,181  
減価償却費相当額 42,181  

 
(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっています。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっています。 

 

 
 
                 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 2,655  

合計 2,655 
  

 
 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日)及び当事業年度(自 平成17年１月１

日 至 平成17年12月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 
単位：千円（千円未満切捨） 

前事業年度 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 
繰延税金資産（流動）  
  未払費用 15,665   

  未払事業所税 3,004 
  貸倒引当金損金算入限度超過額 663 

  税務上繰越欠損金 212,973 
  その他 2,391 

 繰延税金資産（流動）の合計 234,698 

評価性引当額 △663 
繰延税金資産（流動）の貸借対照表
計上額 

234,035 

  
繰延税金資産（固定）  

 繰延税金資産  
  退職給付引当金損金算入限度超

過額 
615,574   

  役員退職給与引当金損金算入限
度超過額 47,722 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 9,251 

  株式評価損 29,642 

  会員権評価損 12,072 
  減価償却超過額 18,773 
  その他 2,415 

 繰延税金負債  
  その他有価証券評価差額金 △6,283 

 繰延税金資産（固定）の純額 729,169 
評価性引当額 △384,361 
繰延税金資産（固定）の貸借対照表
計上額 

344,807 

  
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 
繰延税金資産（流動）  
  未払事業税 5,972   

  未払事業所税 2,963 
  貸倒引当金損金算入限度超過額 78 

  税務上繰越欠損金 290,184 
  その他 288 

 繰延税金資産（流動）の合計 299,487 

評価性引当額 △78 
繰延税金資産（流動）の貸借対照表
計上額 

299,408 

  
繰延税金資産（固定）  

 繰延税金資産  
  退職給付引当金損金算入限度超

過額 
749,593   

  役員退職給与引当金損金算入限
度超過額 22,540 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 11,353 

  株式評価損 29,642 

  減価償却超過額 17,917 
  その他 2,223 
 繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △33,247 

 繰延税金資産（固定）の純額 800,023 
評価性引当額 △763,781 
繰延税金資産（固定）の貸借対照表
計上額 

36,242 

  
  
 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 
 
法定実効税率 40.4 ％ 

 
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され
ているため記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 
 
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され
ているため記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 186.73円 １株当たり純資産額 126.44円 

１株当たり当期純損失金額 37.90円 １株当たり当期純損失金額 64.26円 

  
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。 

  

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
単位：千円（千円未満切捨） 

 
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 当期純損失金額 378,944  642,580  

 普通株主に帰属しない金額 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 普通株式に係る当期純損失金額 378,944  642,580  

 普通株式の期中平均株式数 9,999,620株 9,999,506株 

 

(重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

重要な資産の売却 
 

平成17年６月、寺泊～赤泊航路に高速船「あいび

す」が就航することに伴い、現在同航路に就航してお

りますカーフェリー「えっさ丸」が余剰設備となるた

め、平成17年１月27日開催の取締役会において、いわ

さきコーポレーション株式会社に売却することを決議

しております。 

当該船舶の売却額は310,000千円であり、売却益見込

額221,993千円は第144期（平成17年12月期）の特別利

益として計上する予定であります。 

なお、当該船舶の引渡日程は、平成17年６月10日～

平成17年７月９日の間となっております。 
 

 
 

                
 

 

（２）その他 

    記載すべき事項はありません。 

 


