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平成１８年１２月期      個別中間財務諸表の概要       平成 18 年 8 月 30 日 

上 場 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 
問合せ先責任者   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 8月 30 日          配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無 有（１単元１００株） 
 

１．１８年６月中間期の業績（平成１８年１月１日～平成１８年６月３０日） 

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

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18 年 6 月中間期 

17 年 6 月中間期 

        百万円   ％

3,575     ( 1.2)

3,531     (△3.2)

       百万円   ％  

       △529      ( －)

△720      ( －)

       百万円    ％

△656        ( －) 

△883        ( －) 

17 年 12 月期        8,619              △289 △605 
 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益

 

18 年 6 月中間期 

17 年 6 月中間期 

         百万円   ％ 

△2,843       ( －)

△445       ( －)

              円     銭 

         △284         34    

△44         53 

17 年 12 月期       △642             △64         26 

（注） ①期中平均株式数 18 年 6 月中間期  9,999,354 株  17 年 6 月中間期  9,999,563 株  17 年 12 月期 9,999,506 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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

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

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18 年 6 月中間期 

17 年 6 月中間期 

        百万円  

13,303 

16,730 

        百万円 

       △1,588 

1,426         

    ％ 

△11.9 

8.5 

      円   銭 

△158      88 

142      61 

17 年 12 月期 15,500          1,264 8.2 126      44 
 
（注）①期末発行済株式数 18 年 6 月中間期  9,999,354 株  17 年 6 月中間期  9,999,493 株  17 年 12 月期  9,999,354 株 

②期末自己株式数  18 年 6 月中間期        646 株   17 年 6 月中間期      507 株   17 年 12 月期     646 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）     

  売上高 経常利益 当期純利益 

 
通  期 

百万円 

8,852 

百万円

  9 

百万円 

        △1,674 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △167 円 43 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年 間 

17 年 12 月期 －   0.00 0.00 

18 年 12 月期（実績） － － 

18 年 12 月期（予想）    － 0.00 
0.00 

 
※ 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ます。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．個別中間財務諸表等 

 (1) 個別中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

単位：千円（千円未満切捨） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金・預金   2,181,498 1,850,286  2,111,140

２ 海運業未収金   294,054 339,672  178,283

３ その他事業未収金   6,197 27,299  8,960

４ 貯蔵品   620,605 622,348  632,108

５ 前払費用   133,289 133,487  74,755

６ 未収金   18,681 9,417  13,063

７ 未収消費税等   14,183 ―  ―

８ 繰延税金資産   264,577 ―  299,408

９ その他流動資産   49,232 34,689  24,650

貸倒引当金   △322 △361  △193

流動資産合計   3,581,997 21.4 3,016,840 22.7  3,342,178 21.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 船舶 ※２  5,549,328 4,763,558  5,135,028

(2) 建物 
※２
※４

 3,789,628 2,954,640  3,684,472

(3) 土地 
※２
※４

 2,032,462 1,490,317  2,032,462

(4) 建設仮勘定   ― ―  25,900

(5) その他有形 
  固定資産 

※２
※４

 676,493 514,307  652,414

有形固定資産計 ※１  12,047,912 9,722,823  11,530,276

２ 無形固定資産   25,132 24,846  25,709
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   292,272 336,038  352,047

(2) 出資金   5,137 4,637  5,137

(3) 従業員に対する 
  長期貸付金 

  ― 6,241  4,000

(4) 貸倒懸念債権 
   （関係会社 
         貸付金等） 

  ― 36,790  ―

(5) 長期前払費用   182,284 152,256  166,958

(6) 繰延税金資産   559,688 ―  36,242

(7) その他長期資産   36,303 39,479  37,791

貸倒引当金   ― △36,790  ―

投資その他の資産計   1,075,685 538,653  602,176

固定資産合計   13,148,730 78.6 10,286,323 77.3  12,158,162 78.4

資産合計   16,730,727 100.0 13,303,163 100.0  15,500,340 100.0
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 海運業未払金   355,454 320,067  329,845

２ その他事業未払金   19,766 26,352  1,524

３ 一年以内に返済予定 
  の長期借入金 

※２  2,262,346 2,167,197  2,298,426

４ 未払金   24,736 32,093  4,641

５ 未払法人税等   7,840 4,250  17,313

６ 未払消費税等 ※３  ― 11,942  7,913

７ 未払費用   289,002 86,146  17,997

８ 債務保証損失引当金   ― 437,838  ―

９ 関係会社 

  支援損失引当金 
  ― 200,455  ―

10 その他流動負債   78,921 197,628  91,155

流動負債合計   3,038,067 18.2 3,483,972 26.2  2,768,817 17.8

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  10,135,123 9,044,190  9,197,907

２ 退職給付引当金   1,998,350 2,196,252  2,101,257

３ 役員退職給与引当金   43,426 68,148  55,753

４ 特別修繕引当金   89,688 72,637  112,329

５ 繰延税金負債   ― 26,630  ―

固定負債合計   12,266,588 73.3 11,407,859 85.7  11,467,248 74.0

負債合計   15,304,655 91.5 14,891,831 111.9  14,236,065 91.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   500,000 3.0 ― ―  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   1,210,000 ―  1,210,000

３ 中間（当期）未処理
損失 

  442,317 ―  639,652

利益剰余金合計   892,682 5.3 ― ―  695,347 4.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  13,379 0.1 ― ―  48,987 0.3

Ⅴ 自己株式   △350 △0.0 ― ―  △418 △0.0

資本合計   1,426,071 8.5 ― ―  1,264,275 8.2

負債・資本合計   16,730,727 100.0 ― ―  15,500,340 100.0
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単位：千円（千円未満切捨） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

金額 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 500,000 3.8  ―

２ 資本剰余金    

   資本準備金   ― ― 20,358  ― ―

資本剰余金合計   ― 20,358 0.2  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― ― 125,000 ― ―

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― ― 560,000 ― ―

繰越利益剰余金  ― ― △2,832,845 △2,272,845 ― ―

利益剰余金合計   ― △2,147,845 △16.2  ―

４ 自己株式   ― △418 △0.0  ―

株主資本合計   ― △1,627,905 △12.2  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 39,237 0.3  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 39,237 0.3  ―

純資産合計   ― △1,588,667 △11.9  

負債・純資産合計   ― 13,303,163 100.0  ―
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② 中間損益計算書 

単位：千円（千円未満切捨） 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額 
百分比
(％)

金額 
百分比
(％)

金額 
百分比
(％)

Ⅰ 海運業収益 ※１  3,379,930 95.7 3,403,457 95.2  8,142,751 94.5

Ⅱ 海運業費用 ※２  3,787,813 107.3 3,637,662 101.7  7,852,680 91.1

海運業利益   ― ― ― ―  290,071 3.4

海運業損失   407,883 △11.5 234,204 △6.6  ― ―

Ⅲ その他事業収益   151,614 4.3 172,076 4.8  476,280 5.5

Ⅳ その他事業費用 ※２  143,146 4.1 170,362 4.8  417,192 4.8

その他事業利益   8,468 0.2 1,713 0.0  59,088 0.7

営業総利益   ― ― ― ―  349,159 4.1

営業総損失   399,414 △11.4 232,490 △6.5  ― ―

Ⅴ 一般管理費 ※２  321,583 9.1 296,823 8.3  638,243 7.4

営業損失   720,998 △20.4 529,313 △14.8  289,084 △3.4

Ⅵ 営業外収益 ※３  72,825 2.1 72,247 2.0  143,703 1.7

Ⅶ 営業外費用 
※２
※４

 235,780 6.7 199,135 5.6  460,618 5.3

経常損失   883,953 △25.0 656,201 △18.4  605,999 △7.0

Ⅷ 特別利益 ※５  243,601 6.9 89,778 2.5  245,062 2.8

Ⅸ 特別損失 
※６

※７
 51,843 1.5 1,906,599 53.3  62,875 0.7

税引前中間（当期）
純損失 

  692,195 △19.6 2,473,023 △69.2  423,812 △4.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,271 1,271 2,542 

法人税等調整額  △248,221 △246,950 △7.0 368,899 370,170 10.4 216,226 218,768 2.5

中間（当期）純損失   445,245 △12.6 2,843,193 △79.5  642,580 △7.5

前期繰越利益   2,928 ―  2,928

中間（当期） 
未処理損失 

  442,317 ―  639,652
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

単位：千円（千円未満切捨） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年12月31日残高 500,000 20,358 20,358

中間会計期間中の変動額 

中間会計期間中の変動額合計 

平成18年６月30日残高 500,000 20,358 20,358

 

単位：千円（千円未満切捨） 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 125,000 1,210,000 △639,652 695,347 △418 1,215,287

中間会計期間中の変動額   

 中間純損失  △2,843,193 △2,843,193  △2,843,193

 別途積立金の取崩し  △650,000 650,000  

中間会計期間中の変動額合計  △650,000 △2,193,193 △2,843,193  △2,843,193

平成18年６月30日残高 125,000 560,000 △2,832,845 △2,147,845  △1,627,905

 

単位：千円（千円未満切捨） 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高 48,987 48,987 1,264,275

中間会計期間中の変動額 △2,843,193

 中間純損失 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△9,749 △9,749 △9,749

中間会計期間中の変動額合計 △9,749 △9,749 △2,852,942

平成18年６月30日残高 39,237 39,237 △1,588,667
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

 当社は、当中間会計期間におい

て、2,843,193千円の中間純損失を

計上した結果、1,588,667千円の債

務超過になっております。 

 このような状況に至った経緯とい

たしましては、当中間会計期間から

「固定資産の減損に係る会計基準」

を適用したことにより1,184,565千

円の減損損失を計上したこと、及び

当社の債務保証先の会社の財政状態

が悪化したことにより債務保証損失

引当金を437,838千円計上したこと

等が主な要因となっております。 

 これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

経営改善室を設置し、当社の緊急課

題への取り組みを一層強化すると共

に、以下の施策を確実に実施するこ

とにより経営改善に取り組んでまい

ります。 

 

 

            

 １ 経営改善策 

 (1) 不採算航路の経営改善 

  観光客の減少傾向が続き不採算

となっている小木～直江津航路に

つきまして、同航路が公共性の高

い航路であることから、平成17年

11月から新潟県、北陸信越運輸

局、佐渡市、上越市及び当社との

間で今後のあり方について検討を

行なってまいりました。 

  本年７月に最終報告が出されま

したので、本報告に基づいた同航

路の経営改善策を早急に策定し、

目標達成に向けた取り組みを行な

います。 

 

   主な内容は次のとおりでありま

す。 

  ①上記の関係者が一体となり、

佐渡島観光復興策を実施し、平

成20年の同航路の利用者数が平

成17年に比べ15％増となるよ

う、最大限の努力を払う。 

   なお、関係者は、平成18年度

から誘客増の取り組みを実施す

る。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

  ②当社は一層の合理化に取り組

み、同航路経営に要する経費を

平成19年ベースで年間１億円以

上削減する。 

  ③就航距離に見合った運賃に是

正するため、本年12月１日から

同航路の運賃を約10％値上げす

る。 

  ④関係自治体（新潟県、佐渡

市、上越市）による経営支援が

予定されており、議会の議決が

条件となっておりますが、平成

19年度、20年度に各２億円の助

成が見込まれております。 

 

 

            

 

 

 (2) 資産売却による財務体質強化

  本年10月に賃貸用駐車場として

利用している土地を売却すること

が決定しており、約520,000千円

の売却益が実現する見込みとなっ

ております。 

 

 

  (3) 増収及び経費削減対策 

  ①「春割キャンペーン」、「秋

割キャンペーン」の実施等によ

る季節に応じた弾力的な運賃割

引を行い誘客増に努めます。 

  ②年初より航海便数の減少や航

海時間の延長などにより船舶燃

料費の節減を図っております。

加えて原油価格高騰による船舶

燃料費の増加に対応するため、

本年６月１日より燃料油価格変

動調整金（バンカーサーチャー

ジ）制度を導入しております。

  ③役員及び管理職社員の賃金カ

ットを継続中であり、また退職

者の補充を抑制するなど人件費

の削減を行なっておりますが、

その他の経費についても一層の

削減を図り、収益改善に努めま

す。 

 

 

 

 

２ 資金繰り 

  当事業年度末までは、複数の金

融機関からの資金融資が決定して

おり、また資産売却による収入を

内部留保できることから、当面の

資金調達や資金繰りに支障はない

ものと考えております。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

３ その他 

  当社の海運業収益は、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ので、下半期

には収益の改善が見込まれるもの

と考えております。 

 

            

  中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1) たな卸資産 

先入先出法による原価法 

(1) たな卸資産 

同左 

(1) たな卸資産 

同左 

 (2) 有価証券 

 ・子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

(2) 有価証券 

 ・子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

(2) 有価証券 

 ・子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  ・その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(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。)

 ・その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

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。) 

 ・その他有価証券 

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。) 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

 同左 

時価のないもの 

 同左 

２ 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

(1) 有形固定資産 

 同左 

 

(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 

(2) 無形固定資産 

 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

３ 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。 

(1) 貸倒引当金 

 同左 

(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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

 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、各事

業年度の発生時における従業

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。 

  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。 

 (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、内規による中間

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 

(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。 

 (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 

(4) 特別修繕引当金 

 同左 

  

            

(5) 債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備え

るため、被保証先の財政状態

の実情を勘案し、損失負担見

込額を計上しております。 

 

 

            

  

            

(6) 関係会社支援損失引当金 

 関係会社の経営支援に係る

損失に備えるため、損失負担

見込額を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

４ 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。 

 

 同左  同左 

５ その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

(1) 海運業収益及び海運業費用

の計上基準 

 イ 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

て当中間会計期間の収益に計

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。 

(1) 海運業収益及び海運業費用

の計上基準 

 イ 海運業収益 

 同左 

(1) 海運業収益及び海運業費用

の計上基準 

 イ 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。 

  ロ 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。 

 ロ 海運業費用 

 同左 

 ロ 海運業費用 

 同左 

 (2) 消費税等の会計処理の方法 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(2) 消費税等の会計処理の方法 

 同左 

(2) 消費税等の会計処理の方法 

 同左 

 (3) 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、当中

間会計期間中に取得原価に算

入した支払利息は916千円であ

ります。 

 

            

(3) 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 9 1 6 千円であり

ます。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

 これに伴い、減損損失を計上した資産グ

ループの資産について、経済的残存使用年

数と減価償却に用いられている残存年数の

乖離が明らかなものについて、耐用年数の

変更を行なっております。 

 以上の結果、営業損失は16,826千円、経

常損失は5,210千円、税引前中間純損失は

1,145,187千円増加しております。 

  なお、減損損失累計額につきましては、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 これによる中間損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当

金額は、△1,588,667千円であります。 

 

 

 中間財務諸表等規則の改正により、当中

間会計期間における中間貸借対照表の「純

資産の部」については改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。中間財

務諸表等規則の改正による中間貸借対照表

の表示に関する変更は以下のとおりであり

ます。 

 １ 従来の「資本の部」は、当中間会計期

間より「純資産の部」となり、「純資産

の部」は「株主資本」及び「評価・換算

差額等」に分類して表示しております。
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

 ２ 従来独立掲記しておりました「資本

金」、「資本剰余金」、「利益剰余金」

及び「自己株式」は当中間会計期間より

「株主資本」の内訳科目として表示して

おります。 

 

            

 

 

            

 ３ 従来「利益剰余金」の内訳科目として

表示しておりました「任意積立金」は、

当中間会計期間より「その他利益剰余

金」の内訳科目として表示しておりま

す。なお、本改正により従来の「任意積

立金」の区分は廃止されております。 

 ４ 従来「利益剰余金」の内訳科目として

表示しておりました「中間(当期）未処分

利益」は、当中間会計期間より「その他

利益剰余金」の内訳科目である「繰越利

益剰余金」として表示しております。 

 ５ 従来「利益剰余金」の次に表示してお

りました「その他有価証券評価差額金」

は、当中間会計期間より「評価・換算差

額等」の内訳科目として表示しておりま

す。 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間より、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改正平成

17年12月27日 企業会計基準第１号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 最終改正平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用しておりま

す。 

 これによる中間損益に与える影響はあり

ません。 
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 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

単位：千円（千円未満切捨） 
 

前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度末 

(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

32,086,382   

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

32,603,352  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

32,652,085  

※２ 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 5,197,767

建物 979,766

土地 1,606,642

計 7,784,176

  

※２ 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 4,427,744

建物 589,853

土地 1,017,236

計 6,034,833

  

※２ 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) 

 5,070,797

計 5,070,797
 

  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) 

 4,307,873

計 4,307,873
 

  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 158,727

構築物 135,654

器具・備品 1,165

計 295,546

  

 

  (観光施設財団抵当に供してい

る資産) 

 

建物 35,363

構築物 33,114

器具・備品 1,110

計 69,588

  

 

  (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) 

 209,496

計 209,496
 

  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) 

 128,136

計 128,136
 

  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
 

※３ 消費税等の取扱い 
 
    仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、未収消費税等

として表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 
 
    仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、未払消費税等

として表示しております。 

※３  
 
            

※４ 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 337,222

構築物 2,254

器具・備品 396

土地 278,250

 
 

※４  

            

※４ 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
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単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度末 

(平成17年12月31日) 

※ 偶発債務 

   下記のとおり、他の会社の金

融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。 

 

※ 偶発債務 

   下記のとおり、他の会社の金

融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。 

※ 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㈱ 433,682

㈱はじき野 

フィールドパーク 
12,892

㈱日本海移動 

無線 
7,180

計 453,754

  

   保証債務 

 

㈱はじき野 

フィールドパーク
10,228

計 10,228

  

   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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(中間損益計算書関係) 

単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

※１ 当社の海運業収益は、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

節的変動が著しくなっておりま

す。 

 

※１ 同左 ※１  

            

※２ 減価償却実施額 

 

有形固定資産 584,526

無形固定資産 1,111

計 585,638

   

※２ 減価償却実施額 

 

有形固定資産 592,273

無形固定資産 1,248

計 593,522

   

※２ 減価償却実施額 

 

有形固定資産 1,181,635

無形固定資産 2,235

計 1,183,870

  

※３ 営業外収益のうち主要項目 

 

受取利息 266

受取配当金 4,213

貸地貸室料 42,901

広告料収入 6,185

  

※３ 営業外収益のうち主要項目 

 

受取利息 443

受取配当金 4,649

貸地貸室料 41,269

広告料収入 6,969

  

※３ 営業外収益のうち主要項目 

 

受取利息 505

受取配当金 4,926

貸地貸室料 85,027

広告料収入 15,594

  

※４ 営業外費用のうち主要項目 

 

支払利息 199,629

長期前払費用 

償却 
9,931

休止固定資産 

減価償却費 
16,556

休止固定資産 

維持管理費 
7,919

  

※４ 営業外費用のうち主要項目 

 

支払利息 178,310

長期前払費用 

償却 
9,945

遊休資産 

減価償却費 
4,248

遊休資産 

維持管理費 
6,494

  

※４ 営業外費用のうち主要項目 

 

支払利息 388,586

長期前払費用 

償却 
19,946

休止固定資産 

減価償却費 
33,103

休止固定資産 

維持管理費 
17,227

  

※５ 特別利益のうち主要項目 

 

貸倒引当金 

取崩益 
1,317

特別修繕引当金 

取崩益 
11,460

役員年金資産 

取崩差益 
7,037

 

固定資産売却益 

 船舶 222,569

 車両・運搬具 197

 土地 1,018

 

  

※５ 特別利益のうち主要項目 

 

特別修繕引当金

取崩益 

 

15,009

過年度社会実験

（運賃割引）に

かかる補填金 

32,275

 

固定資産売却益

土地・建物等 42,493

※旧佐渡ニューホテル 

の売却益であります。 

 

 

  

※５ 特別利益のうち主要項目 

 

貸倒引当金 

取崩益 
1,446

特別修繕引当金 

取崩益 
11,460

役員年金資産 

取崩差益 
7,037

 

固定資産売却益 

 船舶 222,569

 車両・運搬具 199

 土地 1,018

 

海難事故保険金 1,330
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単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

※６ 特別損失のうち主要項目 

 

            

※６ 特別損失のうち主要項目 

 

過年度代理店手数
料（社会実験補填
金分） 

1,315

過年度法人税等修

正損 
279

 
 

※６ 特別損失のうち主要項目 

 

            

 

固定資産売却損 

 車両・運搬具 108

 

  

 

固定資産売却損 

 車両・運搬具 941

 

  

 

固定資産売却損 

 車両・運搬具 277

 
 

固定資産除却損 

 建物 1,113

 構築物 0

 車両・運搬具 301

 器具・備品 911

 その他 3,275

 

  

固定資産除却損 

 建物 130

 構築物 55

 車両・運搬具 62

 その他 14

   「その他」の14千円は、撤去

費用他であります。 

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 4,275

   「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」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。 

 

投資有価証券 

評価損 
10,003

関係会社株式 

評価損 
23,545

関係会社出資金 

評価損 
249

割増退職金 12,332

 

  

投資有価証券 

評価損 
141

関係会社株式 

評価損 
7,000

割増退職金 18,870

減損損失 1,184,565

貸倒引当金 

繰入額 
36,790

債務保証損失 

引当金繰入額 
437,838

関係会社 

支援損失引当金
200,455

アスベスト封じ

込め工事費 
17,980

  

投資有価証券 

評価損 
10,003

関係会社株式 

評価損 
23,545

関係会社出資金

評価損 
249

割増退職金 20,869
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単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

※７  
            

 

※７ 減損損失 
   当中間会計期間において、当社は
以下の資産グループについて減損損
失（計1,184,565千円）を計上いた
しました。 
（1）減損損失を認識した資産グルー
プの概要 

場所 新潟県佐渡市 

用途 遊休資産(宿泊施設）

種類 土地及び建物等 

減損損失 土地 179,033  

 建物 309,169

 構築物 1,955

 その他 153

 計 490,312

回収可能価額 正味売却価額 

 
 

※当該資産は平成18年

５月に売却しておりま

す。 

場所 新潟県上越市 

用途 遊休資産（土地） 

種類 土地 

減損損失 土地 18,364  

 計 18,364

回収可能価額 正味売却価額 

場所 新潟県新潟市 

用途 遊休資産（貸事務所）

種類 土地及び建物等 

減損損失 建物 91,395  

 構築物 808  

 計 92,204  

回収可能価額 正味売却価額 

場所 新潟県妙高市 

用途 賃貸用宿泊施設 

種類 土地及び建物等 

減損損失 土地 225,032 

 建物 72,995

 構築物 3,121

 その他 63

 計 301,213

回収可能価額 正味売却価額 

 

※７  
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単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

 

 

場所 新潟県佐渡市 

用途 賃貸用観光施設 

種類 建物及び構築物等 

減損損失 建物 143,477  

 構築物 92,642  

 その他 31  

 計 236,151  

回収可能価額 正味売却価額 

場所 新潟県佐渡市 

用途 
賃貸用 

オートキャンプ場 

種類 土地及び構築物等 

減損損失 土地 20,497  

 建物 903  

 構築物 20,797  

 その他 54  

 計 42,252  

回収可能価額 正味売却価額 

場所 新潟県佐渡市 

用途 賃貸用キャンプ場 

種類 建物及び構築物 

減損損失 建物 3,832  

 構築物 234

 計 4,067

回収可能価額 正味売却価額 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

 

            

 

（2）減損損失を認識するに至った

経緯 

  遊休資産については、当初想定

した利用が今後も見込めないこ

と、及び継続的な地価の下落等に

より減損損失を計上しておりま

す。 

  賃貸用資産については、当初想

定した収益が見込めなくなったこ

と及び継続的な地価の下落等によ

り減損損失を計上しております。 

 

 

            

 

 

            

（3）資産のグルーピングの方法 

  投資の意思決定単位を基本と

し、事業の種類別セグメントを考

慮しグルーピングを行なっており

ます。 

  なお、遊休資産、賃貸用不動産

については重要性が低いと判断し

たものを除き個々の物件をグルー

ピングの最小単位としておりま

す。 
 

 

            

 

            

（4）回収可能価額の算定方法 

  遊休資産については正味売却価

額を使用しております。 

  賃貸用不動産についても使用価

値よりも現時点の正味売却価額が

高いと判断されるため、正味売却

価額を使用しております。 

  正味売却価額については土地、

建物、及び一部の構築物について

は不動産鑑定士による不動産鑑定

評価額、その他の資産については

取得価額の５％としております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 646 ― ― 646 
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(リース取引関係) 

単位：千円（千円未満切捨） 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(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) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 

 

取得 

価額 

相当額 

 

 

減価 

償却 

累計額

相当額

 

中間 

期末 

残高 

相当額 

 

器具・ 

備品 
193,571 88,356 105,214 

  (注 )取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

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。 
  

 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

中間期末残高相当額 

 

   器具・備品 

  

取得価額相当額 159,813

減価償却累計額 

相当額 
86,069

中間期末残高 

相当額 
73,744

 

  (注 )取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

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。 

 

 
  

 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 

 

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) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 39,458  

１年超 65,756  

合計 105,214  
 
  (注 )未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

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) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 28,528

１年超 45,216

合計 73,744
 
  (注 )未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

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 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。 
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単位：千円（千円未満切捨） 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 20,431  

減価償却費 
相当額 

20,431  

     

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 19,781

減価償却費 
相当額 

19,781

      

 (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
 
  同左 

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
 
 同左 

 

 

 

            

 

            

 ２ オペレーティング・リース料

 

１年内 2,655

合計 2,655
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年６月30日) 

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。 

 

当中間会計期間末(平成18年６月30日) 

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。 

 

前事業年度末(平成17年12月31日) 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   77

(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(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 142.61円 １株当たり純資産額 △158.88円 １株当たり純資産額 126.44円

１株当たり中間純損失 44.53円 １株当たり中間純損失 284.34円 １株当たり当期純損失 64.26円

   

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益に

ついては、１株当たり中間純損失であり、

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株当たり中間純利益に

ついては、１株当たり中間純損失であり、

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。 

 

（追加情報） 

 当中間会計期間から、改正後の「１株当

たり当期純利益に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 最終改正平成18年１月31

日 企業会計基準第２号）及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改正平成

18年１月31日 企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 これによる影響はありません。 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

（千円未満切捨） 

 前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合

計額 
― △1,588,667千円 ― 

普通株式に係る純資産額 ― △1,588,667千円 ― 

中間貸借対照表の純資産の部の合

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中間

連結会計期間末の純資産額との差

額の主な内訳 

 

― 

 

 

 

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

普通株式の発行済株式数 ― 10,000,000株 ― 

普通株式の自己株式数 ― 646株 ― 

１株当たり純資産の算定に用いら

れた普通株式の数 
― 9,999,354株 ― 
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２ １株当たり中間（当期）純損失金額 

（千円未満切捨） 

 前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

中間損益計算書上の中間（当期）

純損失 
445,245千円 2,843,193千円 642,580千円 

普通株式に係る 

中間（当期）純損失金額 
445,245千円 2,843,193千円 642,580千円 

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。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

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。 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 9,999,563株 9,999,354株 9,999,506株 

 

 

 

(重要な後発事象) 

記載すべき事項はありません。 

 

 

 

(2) その他 

記載すべき事項はありません。 

 




