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平成22年３月23日 

各  位 

会  社  名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 川   健

ＪＡＳＤＡＱ・コード  ９１７６ 

問 合 せ 先   

役職・氏名 取 締 役 総 務 部 長 木 村   毅

電   話 ０２５－２４５－２３１１ 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年12月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成22年２月18日に発表いたしました「平成21年12月期 決算短信」につきまして、一部に誤植及び

記載漏れ等の誤りがありましたので訂正いたします。 

なお、訂正箇所は    で示しております。 

 

記 
（Ⅰ）訂正理由 

   決算短信発表後、有価証券報告書の作成過程において、会計監査人に指摘された事項及び数値並

びに文言に一部誤りがありましたので訂正いたします。 

 

（Ⅱ）訂正箇所 

１ サマリー情報 1.21年12月期の連結業績(平成21年1月1日～平成21年12月31日) 

  (2) 連結財政状態（1ページ） 

 （訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

21年12月期 12,532 1,588 10.1 91.48

20年12月期 13,238 1,362 7.9 75.08

 

 （訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

21年12月期 12,530 1,588 10.1 91.48

20年12月期 13,238 1,362 7.9 75.08

 

２ １．経営成績 

  （２）財政状態に関する分析（9ページ） 

 （訂正前） 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

   当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 706,214 千円減少し 12,532,684 千円と

なりました。 

   流動資産は前連結会計年度末に比べ 422,188 千円増加し 3,650,442 千円となりました。これは、

定期預金が 536,700 千円減少したものの、運転資金の借入れを行ったことにより現金及び預金が

415,601 千円増加したこと、海運業未収金が 223,708 千円増加したこと、また繰延税金資産を

294,544 千円計上したこと等が主な要因であります。 
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   固定資産は前連結会計年度末に比べ 1,128,402 千円減少し 8,882,242 千円となりました。これは

船舶の売却及び償却の進行により有形固定資産が 996,199 千円減少したこと、のれんが 152,383 千

円減少したことが主な要因であります。 

   当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 932,468 千円減少し 10,944,307 千円と

なりました。 

   流動負債は前連結会計年度末に比べ 49,277 千円増加し 3,567,456 千円となりました。 

   固定負債は前連結会計年度末に比べ981,745千円減少し7,376,851千円となりました。 

（略） 

 ② キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動

による資金の減少が 1,452,419 千円、投資活動による資金の増加が 1,282,136 千円、財務活動によ

る資金の増加が 585,884 千円となり、前連結会計年度末に比べ 415,601 千円増加し、当連結会計年

度末残高は 1,383,328 千円となりました。各キャッシュフローの状況と、それらの要因は以下の通

りであります。 

  (営業活動によるキャッシュフロー) 

   営業活動による資金の減少は 1,452,419 千円となりました。これは減価償却費が 1,044,383 千円

増加したこと、及び退職給付費用が 1,048,513 千円、分社化に伴う割増退職金が 583,859 千円増加

したものの、分社化に伴う退職金支払額が 3,140,651 千円あったことが主な要因であります。 

  (投資活動によるキャッシュフロー) 

   投資活動による資金の増加は 1,282,136 千円となりました。これは有形固定資産の売却等による

収入が 1,235,608 千円あったことが主な要因であります。 

  (財務活動によるキャッシュフロー) 

   財務活動による資金の増加は 585,884 千円となりました。これは長期借入れによる収入が

3,028,000 千円あったものの、長期借入金の返済による支出が 2,421,877 千円、短期借入金の返済に

よる支出が 1,083,306 千円減少したことが主な要因であります。 

 

 （訂正後） 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

   当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 708,714 千円減少し 12,530,184 千円と

なりました。 

   流動資産は前連結会計年度末に比べ 422,188 千円増加し 3,650,442 千円となりました。これは、

定期預金が 536,700 千円減少したものの、運転資金の借入れを行ったことにより現金及び預金が

415,601 千円増加したこと、海運業未収金が 223,708 千円増加したこと、また繰延税金資産を

294,544 千円計上したこと等が主な要因であります。  

   固定資産は前連結会計年度末に比べ 1,130,902 千円減少し 8,879,742 千円となりました。これは

船舶の売却及び償却の進行により有形固定資産が 996,199 千円減少したこと、のれんが 152,383 千

円減少したことが主な要因であります。 

   当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 934,968 千円減少し 10,941,807 千円と

なりました。 

   流動負債は前連結会計年度末に比べ 49,277 千円増加し 3,567,456 千円となりました。 

   固定負債は前連結会計年度末に比べ984,245千円減少し7,374,351千円となりました。 

（略） 

 ② キャッシュ・フローの状況  

   当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動

による資金の減少が 1,452,419 千円、投資活動による資金の増加が 1,282,136 千円、財務活動によ

る資金の増加が 585,884 千円となり、前連結会計年度末に比べ 415,601 千円増加し、当連結会計年
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度末残高は 1,383,328 千円（前年同期比 42.9％増）となりました。各キャッシュフローの状況と、

それらの要因は以下の通りであります。 

  (営業活動によるキャッシュフロー) 

   営業活動による資金の減少は 1,452,419 千円（前年同期は 1,204,334 千円の増加）となりました。

これは減価償却費が 1,044,383 千円あったこと、及び退職給付費用が 1,048,513 千円、分社化に伴

う割増退職金が 583,859 千円増加したものの、分社化に伴う退職金支払額が 3,140,651 千円あった

ことが主な要因であります。 

  (投資活動によるキャッシュフロー) 

   投資活動による資金の増加は 1,282,136 千円（前年同期は 870,335 千円の減少）となりました。

これは有形固定資産の売却等による収入が 1,235,608 千円あったことが主な要因であります。 

  (財務活動によるキャッシュフロー) 

   財務活動による資金の増加は 585,884 千円（前年同期は 1,889,657 千円の減少）となりました。

これは長期借入れによる収入が 3,028,000 千円あったものの、長期借入金の返済による支出が

2,421,877 千円、短期借入金の返済による支出が 1,083,306 千円減少したことが主な要因であります。 

 

３ ４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表・資産の部（15ページ） 

 （訂正前） 

            （単位：千円）

          前連結会計年度 当連結会計年度 

          (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

  資産の部           

   流動資産         

     現金及び預金 ※1 1,776,946 ※1 1,655,847

     受取手形及び売掛金 ※2 638,770 802,707

     たな卸資産 691,062 ※3 677,319

     繰延税金資産 1,658 294,544

     その他流動資産 123,089 222,700

     貸倒引当金 △3,271 △2,675

     流動資産合計 3,228,254 3,650,442

（略） 

 

 （訂正後） 

            （単位：千円）

          前連結会計年度 当連結会計年度 

          (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

  資産の部           

   流動資産         

     現金及び預金 ※1 1,776,946 ※1 1,655,847

     受取手形及び売掛金 ※2 ※5 638,770 802,707

     たな卸資産 691,062 ※3 677,319

     繰延税金資産 1,658 294,544

     その他流動資産 123,089 222,700

     貸倒引当金 △3,271 △2,675

     流動資産合計 3,228,254 3,650,442

（略） 
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４ ４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表・資産の部（16ページ） 

（訂正前） 

           （単位：千円）

         前連結会計年度 当連結会計年度 

         (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

      投資その他の資産     

        投資有価証券 175,919 ※1 165,102

        関係会社株式 ※4 16,633 ※4 16,854

        出資金 10,004 9,999

        従業員に対する長期貸付金 9,256 3,098

        破産更生債権等 594,767 471,189

        長期前払費用 103,831 127,879

        差入保証金 40,588 36,367

        繰延税金資産 6,243 6,647

        その他長期資産 5,508 12,152

        貸倒引当金 △594,006 △471,189

        投資その他の資産合計 368,743 378,098

      固定資産合計 10,010,644 8,882,242

    資産合計     13,238,898 12,532,684

 

（訂正後） 

           （単位：千円）

         前連結会計年度 当連結会計年度 

         (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

      投資その他の資産     

        投資有価証券 175,919 ※1 165,102

        関係会社株式 ※4 16,633 ※4 16,854

        出資金 10,004 9,999

        従業員に対する長期貸付金 9,256 3,098

        破産更生債権等 594,767 471,189

        長期前払費用 103,831 127,879

        差入保証金 40,588 33,867

        繰延税金資産 6,243 6,647

        その他長期資産 5,508 12,152

        貸倒引当金 △594,006 △471,189

        投資その他の資産合計 368,743 375,598

      固定資産合計 10,010,644 8,879,742

    資産合計     13,238,898 12,530,184
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５ ４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表・負債の部（17ページ） 

（訂正前） 

            （単位：千円）

           前連結会計年度 当連結会計年度 

           (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

  負債の部           

    流動負債         

      支払手形及び買掛金 ※5 352,995 343,557

      短期借入金 ※1 464,849 ※1 387,750

      1 年内返済予定の長期借入金 ※1 2,077,347 ※1 2,016,268

      未払金   135,063 150,853

      リース債務 － 2,033

      未払費用   239,307 277,203

      未払法人税等 20,740 35,268

      未払消費税等 84,806 70,075

      賞与引当金 24,313 37,728

      その他流動負債 118,759 246,721

      流動負債合計 3,518,179 3,567,456

    固定負債         

      長期借入金 ※1 5,703,604 ※1 6,262,780

      退職給付引当金 2,297,223 557,260

      役員退職慰労引当金 29,804 30,864

      特別修繕引当金 96,858 129,146

      長期未払金 － 172,987

      債務保証損失引当金 5,648 －

      リース資産減損勘定 7,625 －

      リース債務 － 11,184

      繰延税金負債 70,008 73,658

      負ののれん 91,660 88,502

      その他固定負債 56,166 50,470

      固定負債合計 8,358,596 7,376,851

    負債合計     11,876,775 10,944,307
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（訂正後） 

            （単位：千円）

           前連結会計年度 当連結会計年度 

           (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

  負債の部           

    流動負債         

      支払手形及び買掛金 352,995 343,557

      短期借入金 ※1 464,849 ※1 387,750

      1 年内返済予定の長期借入金 ※1 2,077,347 ※1 2,016,268

      未払金   135,063 150,853

      リース債務 － 2,033

      未払費用   239,307 277,203

      未払法人税等 20,740 35,268

      未払消費税等 84,806 70,075

      賞与引当金 24,313 37,728

      その他流動負債 118,759 246,721

      流動負債合計 3,518,179 3,567,456

    固定負債         

      長期借入金 ※1 5,703,604 ※1 6,262,780

      退職給付引当金 2,297,223 557,260

      役員退職慰労引当金 29,804 30,864

      特別修繕引当金 96,858 129,145

      長期未払金 － 172,987

      債務保証損失引当金 5,648 －

      リース資産減損勘定 7,625 －

      リース債務 － 11,184

      繰延税金負債 70,008 73,658

      負ののれん 91,660 88,502

      その他固定負債 56,166 47,970

      固定負債合計 8,358,596 7,374,351

    負債合計     11,876,775 10,941,807
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６ ４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表・純資産の部（18ページ） 

（訂正前） 

            （単位：千円）

           前連結会計年度 当連結会計年度 

           (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

  純資産の部         

    株主資本         

      資本金   801,103 801,103

      資本剰余金 638,959 638,959

      利益剰余金 △353,104 △128,530

      自己株式   △50,483 △51,669

      株主資本合計 1,036,476 1,259,864

    評価・換算差額等     

      その他有価証券評価差額金 4,615 10,209

      評価・換算差額等合計 4,615 10,209

    少数株主持分   321,032 318,304

    純資産合計   1,362,123 1,588,377

  負債純資産合計   13,238,898 12,532,684

 

（訂正前） 

            （単位：千円）

           前連結会計年度 当連結会計年度 

           (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日) 

  純資産の部         

    株主資本         

      資本金   801,103 801,103

      資本剰余金 638,959 638,959

      利益剰余金 △353,104 △128,530

      自己株式   △50,483 △51,669

      株主資本合計 1,036,476 1,259,864

    評価・換算差額等     

      その他有価証券評価差額金 4,615 10,209

      評価・換算差額等合計 4,615 10,209

    少数株主持分   321,032 318,304

    純資産合計   1,362,123 1,588,377

  負債純資産合計   13,238,898 12,530,184
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７ ４．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書（21ページ） 

（訂正前） 

          （単位：千円）

        前連結会計年度 当連結会計年度 

        (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

         至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

（略） 

   自己株式       

     前期末残高 △40,762 △50,483

     当期変動額     

       持株比率の変動による増加 △23,844 △2,041

       自己株式の取得 △161 △39

       自己株式の処分 14,285 894

       当期変動額合計 △9,720 △1,186

     当期末残高 △50,483 △51,669

   株主資本合計     

     前期末残高 875,044 1,036,476

     当期変動額     

       連結子会社の増加 418,700 －

       連結子会社の減資 － 30,000

       持株比率の変動による増加 △23,844 △2,041

       当期純利益又は当期純損失（△） △235,599 156,308

       自己株式の取得 △161 △39

       自己株式の処分 2,337 3,839

       連結子会社の減少 － 35,321

       当期変動額合計 161,433 223,388

     当期末残高 1,036,476 1,259,864
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（訂正後） 

          （単位：千円）

        前連結会計年度 当連結会計年度 

        (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

         至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

（略） 

   自己株式       

     前期末残高 △40,762 △50,483

     当期変動額     

       持株比率の変動による増加 △23,844 △2,041

       自己株式の取得 △161 △38

       自己株式の処分 14,285 894

       当期変動額合計 △9,720 △1,186

     当期末残高 △50,483 △51,669

   株主資本合計     

     前期末残高 875,044 1,036,476

     当期変動額     

       連結子会社の増加 418,700 －

       連結子会社の減資 － 30,000

       持株比率の変動による増加 △23,844 △2,041

       当期純利益又は当期純損失（△） △235,599 156,308

       自己株式の取得 △161 △38

       自己株式の処分 2,337 3,839

       連結子会社の減少 － 35,321

       当期変動額合計 161,433 223,388

     当期末残高 1,036,476 1,259,864

 

８ ４．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書（22ページ） 

（訂正前） 

          （単位：千円）

         前連結会計年度 当連結会計年度 

         (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

          至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

（略） 

  純資産合計       

   前期末残高 1,222,471 1,362,123

   当期変動額     

     連結子会社の増加 418,700 －

     連結子会社の減資 － 30,000

     持株比率の変動による増加 △23,844 △2,041

     当期純利益又は当期純損失（△） △235,599 156,308

     自己株式の取得 △161 △39

     自己株式の処分 2,337 3,839

     連結子会社の減少 － 35,321

     株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,779 2,866

     当期変動額合計 139,654 226,254

   当期末残高 1,362,123 1,588,377
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（訂正後） 

          （単位：千円）

         前連結会計年度 当連結会計年度 

         (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

          至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

（略） 

  純資産合計       

   前期末残高 1,222,471 1,362,123

   当期変動額     

     連結子会社の増加 418,700 －

     連結子会社の減資 － 30,000

     持株比率の変動による増加 △23,844 △2,041

     当期純利益又は当期純損失（△） △235,599 156,308

     自己株式の取得 △161 △38

     自己株式の処分 2,337 3,839

     連結子会社の減少 － 35,321

     株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,779 2,866

     当期変動額合計 139,654 226,254

   当期末残高 1,362,123 1,588,377

 

９ ４．連結財務諸表 

   （４）連結キャッシュ・フロー計算書（23ページ） 

（訂正前） 

      （単位：千円）

     前連結会計年度 当連結会計年度 

     (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

      至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

  営業活動によるキャッシュ・フロー     

（略） 

   債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △359,017 △5,648

   投資有価証券評価損益（△は益） 7,463 21,773

   関係会社株式売却損益（△は益） 1,021 △60

（略） 

 

（訂正後） 

      （単位：千円）

     前連結会計年度 当連結会計年度 

     (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

      至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

  営業活動によるキャッシュ・フロー     

（略） 

   債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △359,017 △5,648

   投資有価証券評価損益（△は益） 7,463 21,772

   関係会社株式売却損益（△は益） 1,021 △60

（略） 
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10 ４．連結財務諸表 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（26ページ） 

（訂正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 （略） （略） 

  ロ たな卸資産 
 主として先入先出法による原価
法によっております。 

ロ たな卸資産 
 主として先入先出法による原価
法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）を採用しております。 
（会計方針の変更） 
 たな卸資産については、従来、
主として先入先出法によっており
ましたが、当連結会計年度より
「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号 平成
18 年７月５日分公表分）が適用さ
れたことに伴い、主として先入先
出法による原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）により算出
しております。 
 この結果、従来の方法によった
場合に比べて、当連結会計年度の
税金等調整前当期純損失は、
12,866 千円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える
影響はありません。 

 （略） （略） 

 

（訂正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 （略） （略） 

  ロ たな卸資産 
 主として先入先出法による原価
法によっております。 

ロ たな卸資産 
 主として先入先出法による原価
法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）を採用しております。 
（会計方針の変更） 
 たな卸資産については、従来、
主として先入先出法によっており
ましたが、当連結会計年度より
「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号 平成
18 年７月５日分公表分）が適用さ
れたことに伴い、主として先入先
出法による原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）により算出
しております。 
 この結果、従来の方法によった
場合に比べて、当連結会計年度の
税金等調整前当期純損失は、
12,866 千円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える
影響については、当該箇所に記載
しております。 

 （略） （略） 
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11 ４．連結財務諸表 

表示方法の変更（31ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 
  
  
  

（連結損益計算書） 
１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました
「広告料収入」（当連結年度 10,394 千円）につきまし
ては、金額的重要性が減少したことから、営業外収益
の「その他」に含めて表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました
「退職給付引当金取崩益」（当連結会計年度 78 千円）
及び「持分変動利益」（当連結会計年度 1,504 千円）
につきましては、金額的重要性が減少したことから、
特別利益の「その他」に含めて表示しております。 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 
  
  
  

（連結損益計算書） 
１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました
「広告料収入」（当連結会計年度 10,394 千円）につき
ましては、金額的重要性が減少したことから、営業外
収益の「その他」に含めて表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました
「退職給付引当金戻入額」（当連結会計年度 78 千円）
及び「持分変動利益」（当連結会計年度 1,504 千円）
につきましては、金額的重要性が減少したことから、
特別利益の「その他」に含めて表示しております。 

 

12 ４．連結財務諸表 

注記事項（連結貸借対照表関係）（32ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 21 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） 

※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 2,564,696千円

建物 3,153,887 

土地 1,747,946 

計 7,466,531  

現金及び預金 5,632千円

船舶  1,846,916 

建物 3,194,986 

土地 1,480,575 

投資有価証券 61,579 

計 6,589,689  
（略） （略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 21 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） 

※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 2,564,696千円

建物 3,153,887 

土地 1,747,946 

計 7,466,531  

現金及び預金 5,632千円

船舶  1,846,916 

建物 3,194,986 

土地 1,636,040 

投資有価証券 61,579 

計 6,745,154  
（略） （略） 

 

13 ４．連結財務諸表 

   注記事項（連結キャッシュ・フロー計算書関係）（36ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（略） （略） 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳 
 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま
す。 
佐渡汽船商事㈱ 

※３        
                  

流動資産 114,502千円

固定資産 245,992 

資産合計 360,494 

  

流動負債 153,763千円

固定負債 105,166 

負債合計 258,929  

 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（略） （略） 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳 
 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま
す。 
佐渡汽船商事㈱ 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳  
 株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま
す。 

   ㈱はじき野フィールドパーク 

流動資産 114,502千円

固定資産 245,992 

資産合計 360,494 

  

流動負債 153,763千円

固定負債 105,166 

負債合計 258,929  

流動資産 22,315千円

固定資産 7,333 

資産合計 29,648 

  

流動負債 9,828千円

固定負債 8,237 

負債合計 18,065  
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14 ４．連結財務諸表 

   注記事項（リース取引関係）（38ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21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 

ファイナンス・リース取引 
 所有権移転外ファイナンス・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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース資産の内容 
 ①無形固定資産  

  
車両及び

運搬具 
器具及び

備品 
合計   

取得価額相当額 104,274 123,184 227,458 千円

減価償却累計額

相当額 
36,482 81,751 118,233   

減損損失累計額

相当額 
39,554 ― 39,554   

期末残高相当額 28,237 41,432 69,669    

 ソフトウェアであります。 

(2）リース資産の減価償却の方法 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４ 会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、リース会計基準適用初年度

（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。 

 開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に
 かかる方法に準じた会計処理によっており、その内容
 は次のとおりであります。  

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損
勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
  当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１年内 34,728千円

１年超 42,567 

合計 77,295  

  器具及び備品   

取得価額相当額 73,873 千円 

減価償却累計額

相当額 
50,085   

期末残高相当額 23,787    
（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） 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。 

リース資産減損勘定期末残高 7,625 千円  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減
価償却費相当額 

 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
  損勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

支払リース料 50,199千円

リース資産減損勘定の取
崩額 

15,549 

減価償却費相当額 50,199  

 

１年内 12,932千円

１年超 10,854 

合計 23,787  
(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。 

（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、リース資産減損勘定の取崩額及び
  減価償却費相当額 

 支払リース料 17,948千円

減価償却費相当額 17,948  
  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。 
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（訂正後） 

前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21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 

ファイナンス・リース取引 
 所有権移転外ファイナンス・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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース資産の内容 
 ①無形固定資産  

  
車両及び

運搬具 
器具及び

備品 
合計   

取得価額相当額 104,274 123,184 227,458 千円

減価償却累計額

相当額 
36,482 81,751 118,233   

減損損失累計額

相当額 
39,554 ― 39,554   

期末残高相当額 28,237 41,432 69,669    

 ソフトウェアであります。 
(2）リース資産の減価償却の方法 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４ 会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、リース会計基準適用初年度

（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。 

 開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に
 かかる方法に準じた会計処理によっており、その内容
 は次のとおりであります。  

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損
勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

 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 

１年内 34,728千円

１年超 42,567 

合計 77,295  

  器具及び備品   

取得価額相当額 73,873 千円 

減価償却累計額

相当額 
50,085   

期末残高相当額 23,787    
（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） 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。 

リース資産減損勘定期末残高 7,625 千円  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減
価償却費相当額 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
未経過リース料期末残高相当額 

支払リース料 50,199千円

リース資産減損勘定の取
崩額 

15,549 

減価償却費相当額 50,199  

 

１年内 12,932千円

１年超 10,854 

合計 23,787  
(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。 

（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 17,948千円

リース資産減損勘定の 
取崩額 

7,625 

減価償却費相当額 17,948  
  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。 
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15 ４．連結財務諸表 

   注記事項（有価証券関係）（40ページ） 

（訂正前） 

Ⅱ 当連結会計年度 

（略） 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

5,679 3,829 － 

５ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成 21 年 12 月 31 日現在） 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 ― 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

非上場株式 16,854 

(3）その他有価証券   

非上場株式 103,031 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていないものについて 2,930 千円減損処理を

行っております。なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ 30％以

上下落した場合に減損処理を行うこととしております。 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成 21 年 12 月 31 日

現在） 

    その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券に該当するものはありません。 

 

（訂正後） 

Ⅱ 当連結会計年度 

（略） 

（追加情報） 

    その他有価証券で時価のあるものの減損処理にあたっては、従来、連結会計年度末における時価が取得

原価に比べ 50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30％から 50％程度下落した場合には個別

銘柄ごとに過去２年間における時価と帳簿価格との乖離状況、発行体の公表財務諸表ベースでの各種財

務比率等の検討を行い、必要と認められたものについて減損処理を行っておりましたが、当連結会計年

度より、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ 30％以上下落した場合に減損処理を行うことと

いたしました。なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成 21 年 12 月 31 日現在） 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 ― 

(2）子会社株式及び関連会社株式   

非上場株式 16,854 

(3）その他有価証券   

非上場株式 103,031 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成 21 年 12 月 31 日

現在） 

    その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券に該当するものはありません。 
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16 ４．連結財務諸表 

   注記事項（退職給付関係）（41ページ） 

（訂正前） 

（略） 

２ 退職給付債務に関する事項 

   

前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

（千円） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

（千円） 

 イ 退職給付債務 △3,264,048 △628,353

 ロ 会計基準変更時差異の未処理額 784,228 71,093

 ハ 未認識数理計算上の差異 182,597 －

 ニ 退職給付引当金 △2,297,223 △557,260

（注） 提出会社及び一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

   

前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

（千円） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

（千円） 

 イ 勤務費用 174,595 120,768

 ロ 利息費用 53,331 27,061

 ハ 会計基準変更時差異の費用処理額 89,949 60,502

 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 86,992 42,075

 ホ 退職給付費用 404,867 250,406

（注） 上記退職給付費用以外に、割増退職金を当連結会計年度に   千円（前連結会計年度は 97,599 千円）

支払っており、特別損失として計上しております。 

また、中小企業退職金共済制度への掛金を当連結会計年度に   千円（前連結会計年度は 13,841 千

円）支払っております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

 イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 － 

 ロ 割引率 2.0％ － 

 ハ 過去勤務債務の額の処理年数 発生年度に費用処理しておりま

す。 

－ 

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 ５年（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

による定額法により、翌連結会

計年度から費用処理を行ってお

ります。） 

－ 

 ホ 会計基準変更時差異の処理年数 15 年 同左 
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（訂正後） 

（略） 

２ 退職給付債務に関する事項 

   

前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

（千円） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

（千円） 

 イ 退職給付債務 △3,264,048 △628,353

 ロ 会計基準変更時差異の未処理額 784,228 71,093

 ハ 未認識数理計算上の差異 182,597 －

 ニ 退職給付引当金 △2,297,223 △557,260

（注） 提出会社は、分社により当連結会計年度末における在籍従業員数が大幅に減少し、現在の従業員規模では、

原則法によると合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難となったため、当連結会計年度より退職給

付債務の算定方法を原則法から簡便法に変更いたしました。 

    なお、一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、従前どおり簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

   

前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

（千円） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

（千円） 

 イ 勤務費用 174,595 120,768

 ロ 利息費用 53,331 27,061

 ハ 会計基準変更時差異の費用処理額 89,949 60,502

 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 86,992 42,075

 ホ 退職給付費用 404,867 250,406

（注） 上記退職給付費用以外に、割増退職金を当連結会計年度に 697,192 千円（前連結会計年度は 97,599 千

円）、分社化及び会社清算に伴う退職金と退職給付引当金計上不足分 1,136,827 千円を特別損失として

計上しております。 

また、中小企業退職金共済制度への掛金を当連結会計年度に 19,109 千円（前連結会計年度は 13,841 千

円）支払っております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   
前連結会計年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年 12 月 31 日） 

 イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

 ロ 割引率 2.0％ 

 ハ 過去勤務債務の額の処理年数 発生年度に費用処理しておりま

す。 

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 ５年（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

による定額法により、翌連結会

計年度から費用処理を行ってお

ります。） 

 ホ 会計基準変更時差異の処理年数 15 年 

当連結会計年度より退職給付債務

の算定にあたり、原則法から簡便法

へ変更しているため、該当事項はあ

りません。 
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17 ４．連結財務諸表 

   注記事項（税効果会計関係）（42ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 21 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 

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） 

繰延税金資産 

未払事業税 3,083 千円

未払事業所税 3,136 

賞与引当金 9,830 

未払従業員給与 56,126 

その他 1,156 

繰延税金資産（流動）の合計 73,333 

評価性引当額 △71,675 

繰延税金資産（流動）の連結貸借
対照表計上額 

1,658 
 

繰延税金資産（流動） 

繰延税金資産 

未払事業税 4,417 千円

未払事業所税 2,958 

賞与引当金 15,253 

未払従業員給与 27,433 

税務上繰越欠損金 275,429 

その他 1,664 

繰延税金資産（流動）の合計 327,157 

評価性引当額 △32,613 

繰延税金資産（流動）の連結貸借
対照表計上額 

294,544 
 

繰延税金資産（固定） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 911,400千円

役員退職給与引当金 12,083 

特別修繕引当金 9,789 

株式評価損 5,985 

減価償却超過額 
（土地を除く減損損失を含
む） 

203,970 

減損損失（土地） 8,286 

貸倒引当金 287,407 

債務保証損失引当金 2,283 

税務上繰越欠損金 636,743 

その他 9,214 

繰延税金資産（固定）の合計 2,087,166 

評価性引当額 △2,080,923 

繰延税金資産（固定）の連結貸
借対照表計上額 

6,243 
 

繰延税金資産（固定） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 220,798千円

役員退職給与引当金 12,478 

特別修繕引当金 13,053 

株式評価損 2,217 

減価償却超過額 
（土地を除く減損損失を含
む） 

154,456 

減損損失（土地） 8,917 

貸倒引当金 118,046 

棚卸資産評価額 5,201 

税務上繰越欠損金 1,074,761 

その他 3,737 

繰延税金資産（固定）の合計 1,613,668 

評価性引当額 △1,607,021 

繰延税金資産（固定）の連結貸
借対照表計上額 

6,647 
 

繰延税金負債（固定） 

連結子会社の資産に係る時価
評価差額 

66,729 千円

その他有価証券評価差額金 3,279 

繰延税金負債（固定）の合計 70,008  

繰延税金負債（固定） 

連結子会社の資産に係る時価
評価差額 

66,729 千円

その他有価証券評価差額金 6,929 

繰延税金負債（固定）の合計 73,658  
（略） （略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成 20 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 21 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 

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） 

繰延税金資産 

未払事業税 3,083 千円

未払事業所税 3,136 

賞与引当金 9,830 

未払従業員給与 56,126 

その他 1,156 

繰延税金資産（流動）の合計 73,333 

評価性引当額 △71,675 

繰延税金資産（流動）の連結貸借
対照表計上額 

1,658 
 

繰延税金資産（流動） 

繰延税金資産 

未払事業税 4,417 千円

未払事業所税 2,958 

賞与引当金 15,253 

未払従業員給与 27,433 

税務上繰越欠損金 270,227 

その他 6,866 

繰延税金資産（流動）の合計 327,157 

評価性引当額 △32,613 

繰延税金資産（流動）の連結貸借
対照表計上額 

294,544 
 

繰延税金資産（固定） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 911,400千円

役員退職給与引当金 12,083 

特別修繕引当金 9,789 

株式評価損 5,985 

減価償却超過額 
（土地を除く減損損失を含
む） 

203,970 

減損損失（土地） 8,286 

貸倒引当金 287,407 

債務保証損失引当金 2,283 

税務上繰越欠損金 636,743 

その他 9,214 

繰延税金資産（固定）の合計 2,087,166 

評価性引当額 △2,080,923 

繰延税金資産（固定）の連結貸
借対照表計上額 

6,243 
 

繰延税金資産（固定） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 220,798千円

役員退職給与引当金 12,478 

特別修繕引当金 13,053 

株式評価損 2,217 

減価償却超過額 
（土地を除く減損損失を含
む） 

154,456 

減損損失（土地） 8,917 

貸倒引当金 118,046 

税務上繰越欠損金 1,079,962 

その他 3,737 

繰延税金資産（固定）の合計 1,613,668 

評価性引当額 △1,607,021 

繰延税金資産（固定）の連結貸
借対照表計上額 

6,647 
 

繰延税金負債（固定） 

連結子会社の資産に係る時価
評価差額 

66,729 千円

その他有価証券評価差額金 3,279 

繰延税金負債（固定）の合計 70,008  

繰延税金負債（固定） 

連結子会社の資産に係る時価
評価差額 

66,729 千円

その他有価証券評価差額金 6,929 

繰延税金負債（固定）の合計 73,658  
（略） （略） 
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18 ４．連結財務諸表 

   注記事項（セグメント情報）（45ページ） 

（訂正前） 

当連結会計年度（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

  
海運業 

（千円） 

一般貨物自

動車運送業

（千円）

売店・飲食

業 

（千円）

観光業 

（千円）

その他事業

（千円）

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 8,462,256 1,901,705 1,290,721 677,013 193,203 12,524,898 ― 12,524,898

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,879 180,849 25,212 359,585 291,893 861,418 (861,418) ―

計 8,466,135 2,082,554 1,315,933 1,036,598 485,096 13,386,316 (861,418) 12,524,898

営業費用 7,390,558 2,069,126 1,333,063 1,052,478 460,356 12,305,581 (931,039) 11,374,542

営業利益又は営業損失

（△） 
1,075,577 13,428 △17,130 △15,880 24,740 1,080,735 69,621 1,150,356

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
   

資産 8,546,022 2,208,553 309,091 1,264,441 442,185 12,770,292 (237,608) 12,532,684

減価償却費 778,920 183,456 16,931 48,115 16,961 1,044,383 ― 1,044,383

減損損失 1,561 ― ― ― ― 1,561 98,386 99,947

資本的支出 218,611 218,274 10,614 16,622 31,215 495,336 ― 495,336

  

 （注）１ 事業区分の方法 

 事業区分は、役務の種類・性質及び類似性を考慮して区分しております。 

２ 事業区分の変更 

 当社及び当社グループでは経営改善計画に基づき新規連結子会社の設立や取得、また連結子会社の

解散など連結範囲の見直しを行っていることから、当社グループにおける事業内容をより適切に表示

することを目的としてセグメントの区分を変更しております。 

 これにより、従来「その他事業」に含めていた「売店・飲食業」を区分表示し、区分表示していた

「観光施設業」と「旅行業」とを統合し「観光業」とすることに変更いたしました。 

 なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりであります。 

 

（略） 

 

３ 各事業区分の事業内容 

事業区分 事業の内容 

海運業 沿海海運業、船舶管理業、船舶修繕業 

一般貨物自動車運送業 一般貨物自動車運送業 

売店・飲食業 売店・飲食業、食堂・レストラン他 

観光業 旅行業、観光施設業、旅館業 

その他事業 建物サービス業、情報処理・提供サービス業、不動産賃貸業、自動車整備業

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額及び主な内容は以下のとおりでありま

す。 

消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額（千円） 主な内容 

820,867  
当社における長期投資資金（投資有価証券

等）及び当社における遊休資産 
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（訂正後） 

当連結会計年度（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

  
海運業 

（千円） 

一般貨物自

動車運送業

（千円）

売店・飲食

業 

（千円）

観光業 

（千円）

その他事業

（千円）

計 

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 8,462,256 1,901,705 1,290,721 677,013 193,203 12,524,898 ― 12,524,898

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,879 180,849 25,212 359,585 291,893 861,418 (861,418) ―

計 8,466,135 2,082,554 1,315,933 1,036,598 485,096 13,386,316 (861,418) 12,524,898

営業費用 7,390,558 2,069,126 1,333,063 1,052,478 460,356 12,305,581 (931,039) 11,374,542

営業利益又は営業損失

（△） 
1,075,577 13,428 △17,130 △15,880 24,740 1,080,735 69,621 1,150,356

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
   

資産 8,546,022 2,208,553 309,091 1,264,441 442,185 12,770,292 (237,608) 12,532,684

減価償却費 778,920 183,456 16,931 48,115 16,961 1,044,383 ― 1,044,383

減損損失 1,561 5,968 92,417 ― ― 99.946 ― 99,946

資本的支出 218,611 218,274 10,614 16,622 31,215 495,336 ― 495,336

  

 （注）１ 事業区分の方法 

 事業区分は、役務の種類・性質及び類似性を考慮して区分しております。 

２ 事業区分の変更 

 当社及び当社グループでは経営改善計画に基づき新規連結子会社の設立や取得、また連結子会社の

解散など連結範囲の見直しを行っていることから、当社グループにおける事業内容をより適切に表示

することを目的としてセグメントの区分を変更しております。 

 これにより、従来「その他事業」に含めていた「売店・飲食業」を区分表示し、区分表示していた

「観光施設業」と「旅行業」及び「その他事業」に含めていた「旅館業」とを統合し「観光業」とす

ることに変更いたしました。 

 なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりであります。 

 

（略） 

 

３ 各事業区分の事業内容 

事業区分 事業の内容 

海運業 沿海海運業、船舶管理業、船舶修繕業 

一般貨物自動車運送業 一般貨物自動車運送業 

売店・飲食業 売店・飲食業、食堂・レストラン他 

観光業 旅行業、観光施設業、旅館業 

その他事業 建物サービス業、情報処理・提供サービス業、不動産賃貸業、自動車整備業

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額及び主な内容は以下のとおりでありま

す。 

消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額（千円） 主な内容 

820,867  
当社における長期投資資金（投資有価証券

等） 

５ 会計方針の変更 

   たな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、当連結会

計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日分公表

分）が適用されたことに伴い、主として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

基づく簿価切下げの方法により算定）により算出しております。 

   これによる営業損益に与える影響はありません。 
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19 ４．連結財務諸表 

   注記事項（関連当事者情報）（47ページ） 

（訂正前） 
（略） 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

（追加情報）  

   当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）

を適用しております。 

   この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加されておりま

す。 

   １ 関連当事者との取引 

   （1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

    （ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人に限る。）等 

       重要性が低いため、記載を省略しております。 

   （2）連結財務諸表提出会社の関連会社等 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 
（千円） 

事業の内容又

は職業 

議決権の

所有（被

所有）割

合（％）

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円） 
（注１） 

科目 
期末残高

（千円）

関連会社 
㈱佐渡能楽

の里 
（注２） 

新潟県

佐渡市 
270,000 観光施設業 ― 資金支援

資金の貸付

（注３）
30,000 

破産更生

債権等 
471,189 

（注）１ 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。 

（注）２ ㈱佐渡能楽の里は清算手続き中であります。㈱佐渡能楽の里への破産更生債権等に対し、471,189 千円

の貸倒引当金を計上しています。また、当連結会計年度において 30,000 千円の貸倒引当金繰入額を計

上しております。 

（注）３ 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しています。 

 

（訂正後） 
（略） 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

（追加情報）  

   当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）

を適用しております。 

   この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加されておりま

す。 

    関連当事者との取引 

    連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引  

    １ 連結財務諸表提出会社の関連会社等 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 
（千円） 

事業の内容

又は職業 

議決権の所

有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円） 
（注１） 

科目 
期末残高

（千円）

関連会社 
㈱佐渡能楽

の里 
（注２） 

新潟県

佐渡市 
270,000 観光施設業

所有 

直接 8.1

間接24.3

資金支援
資金の貸付

（注３）
30,000 

破産更生

債権等 
471,189 

（注）１ 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。 

（注）２ ㈱佐渡能楽の里は清算手続き中であります。㈱佐渡能楽の里への破産更生債権等に対し、471,189 千円

の貸倒引当金を計上しています。また、当連結会計年度において 30,000 千円の貸倒引当金繰入額を計

上しております。 

（注）３ 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しています。 
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20 ５．個別財務諸表 

   （１）貸借対照表・資産の部（53ページ） 

（訂正前） 

           （単位：千円）

         前事業年度 当事業年度 

         (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日)

     投資その他の資産     

       投資有価証券 149,139 ※1 139,953

       関係会社株式 586,344 676,275

       出資金 4,637 4,637

       従業員に対する長期貸付金 3,772 －

       破産更生債権等 ※3 417,731 ※3 1,489

       長期貸付金 － 34,681

       長期前払費用 ※2 87,820 ※2 96,628

       差入保証金 19,917 2,280

       その他長期資産 165 192

       貸倒引当金 △417,731 △1,489

       関係会社投資損失引当金 － △30,000

       投資その他の資産合計 851,796 924,648

     固定資産合計 7,684,502 6,741,975

   資産合計     9,699,111 9,058,793

 

（訂正後） 

           （単位：千円）

         前事業年度 当事業年度 

         (平成 20 年 12 月 31 日) (平成 21 年 12 月 31 日)

     投資その他の資産     

       投資有価証券 149,139 ※1 139,953

       関係会社株式 586,344 676,275

       出資金 4,637 4,637

       従業員に対する長期貸付金 3,772 －

       関係会社長期貸付金 － 34,681

       破産更生債権等 ※3 417,731 ※3 1,489

       長期前払費用 ※2 87,820 ※2 96,628

       差入保証金 19,917 2,280

       その他長期資産 165 192

       貸倒引当金 △417,731 △1,489

       関係会社投資損失引当金 － △30,000

       投資その他の資産合計 851,796 924,648

     固定資産合計 7,684,502 6,741,975

   資産合計     9,699,111 9,058,793
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21 ５．個別財務諸表 

   （２）損益計算書（56ページ） 

（訂正前） 

        （単位：千円）

       前事業年度 当事業年度 

       (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

        至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

（略） 

  海運業費用     

    運航費     

      貨物費 408,828 385,261

      船客費 667,153 666,320

      燃料費 1,889,244   174,904

      港費 34,493    6,883

      運航委託手数料 －   2,210,052

      その他運航費 220,973 299,378

      運航費合計 3,220,694 3,742,801

    船費     

      船員費 1,503,293   357,524

      退職給付費用 158,895 40,785

      船舶消耗品費 34,232   11,139

      船舶保険料 62,646   15,985

      船舶修繕費 383,445   183,538

      特別修繕引当金繰入額 33,510 32,287

      船舶減価償却費 836,555 566,282

      その他船費 55,054   24,276

      船費合計 3,067,635 1,231,820

（略） 
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（訂正後） 

        （単位：千円）

       前事業年度 当事業年度 

       (自 平成20年１月１日 (自 平成21年１月１日 

        至 平成20年12月31日)  至 平成21年12月31日) 

（略） 

  海運業費用     

    運航費     

      貨物費 408,828 385,261

      船客費 667,153 666,320

      燃料費 1,889,244 ※6 174,904

      港費 34,493 ※6  6,883

      運航委託手数料 － ※1､※6 2,210,052

      その他運航費 220,973 299,378

      運航費合計 3,220,694 3,742,801

    船費     

      船員費 1,503,293 ※6 357,524

      退職給付費用 158,895 40,785

      船舶消耗品費 34,232 ※6 11,139

      船舶保険料 62,646 ※6 15,985

      船舶修繕費 383,445 ※6 183,538

      特別修繕引当金繰入額 33,510 32,287

      船舶減価償却費 836,555 566,282

      その他船費 55,054 ※6 24,276

      船費合計 3,067,635 1,231,820

（略） 

 

22 ５．個別財務諸表 

   表示方針の変更（64ページ） 

（訂正前） 

前事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

 （損益計算書） 

１ 前事業年度において独立掲記しておりました「広告

料収入」（当事業年度 10,394 千円）につきまして

は、金額的重要性が減少したことから、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「長期

前払費用償却」（当事業年度 11,394 千円）につきま

しては、金額的重要性が減少したことから、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。  

３ 前事業年度において独立掲記しておりました「退職

給付引当金取崩益」（当事業年度 78 千円）及び「持

分変動利益」（当事業年度 1,504 千円）につきまして

は、金額的重要性が減少したことから、特別利益の

「その他」に含めて表示しております。  
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（訂正後） 

前事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

 （損益計算書） 

１ 前事業年度において独立掲記しておりました「広告

料収入」（当事業年度 10,394 千円）につきまして

は、金額的重要性が減少したことから、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「長期

前払費用償却」（当事業年度 11,394 千円）につきま

しては、金額的重要性が減少したことから、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。  

 

23 ５．個別財務諸表 

   注記事項（損益計算書関係）（66ページ） 

（訂正前） 

前事業年度 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

※１ 貸地貸室料 ※１ 貸地貸室料 

関係会社に係るもの 47,868千円

その他 42,553 

計 90,421  

関係会社に係るもの 66,191千円

その他 39,611  

計 105,802   
（略） （略） 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 貸地貸室料 ※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 

関係会社に係るもの 47,868千円

その他 42,553 

計 90,421  

運航委託手数料 2,210,052千円

貸地貸室料 67,384  

計 2,277,436   
（略） （略） 

５                  ※５ 減損損失の内訳 
                     当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について157,025千円を計上いたしました。 

場  所 用  途 種  類 金  額 

新潟市西区 賃貸用不動産 土 地 155,464千円

新潟県佐渡市 遊休資産 土 地 1,560千円

   当社は、事業の種類別セグメントを基本とし、投
資の意思決定単位を考慮しグルーピングを行ってお
ります。なお、賃貸用不動産及び遊休資産について
は重要性が低いと判断したものを除き個々の物件ご
とにグルーピングしております。 

   上記資産については、地価の著しい下落等の理由
により、帳簿価額を回収可能価額まで減損処理して
おります。 

   回収可能価額は、正味売却価額を用い、相続税評
価額等に合理的な調整を加える方法により算定して
おります。 

６ 
                   

※６ 船舶の運航管理業務を佐渡汽船シップマネジメン
ト㈱に委託したことにより、大幅に変動しておりま
す。 

 

24 ５．個別財務諸表 

   注記事項（税効果会計関係）（68ページ） 

（訂正前） 

前事業年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 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 

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 3,083千円

未払事業所税 3,136 

賞与引当金 6,076 

未払従業員給与 32,876 

貸倒引当金 77 

その他 1,046 

繰延税金資産（流動）の合計 46,298 

評価性引当額 △46,298 

繰延税金資産（流動）の貸借対照表
計上額 

― 

     

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 2,176千円

未払事業所税 2,958  

賞与引当金 1,042  

未払従業員給与 3,817  

貸倒引当金 74  

棚卸資産評価額 5,201 

税務上繰越欠損金 270,227  

その他 200  

繰延税金資産（流動）の合計 285,700  

評価性引当額 －  

繰延税金資産（流動）の貸借対照表
計上額 

285,700  

     
（略） （略） 
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（訂正後） 

前事業年度 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 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 

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 3,083千円

未払事業所税 3,136 

賞与引当金 6,076 

未払従業員給与 32,876 

貸倒引当金 77 

その他 1,046 

繰延税金資産（流動）の合計 46,298 

評価性引当額 △46,298 

繰延税金資産（流動）の貸借対照表

計上額 
― 

     

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 2,176千円

未払事業所税 2,958  

賞与引当金 1,042  

未払従業員給与 3,817  

貸倒引当金 74  

棚卸資産評価損 5,201 

税務上繰越欠損金 270,227  

その他 200  

繰延税金資産（流動）の合計 285,700  

評価性引当額 －  

繰延税金資産（流動）の貸借対照表

計上額 
285,700  

     
（略） （略） 

 

以上 
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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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 ％

21年12月期 12,524 16.6 1,150 ― 1,008 ― 156 ―
20年12月期 10,737 15.4 35 △81.4 △282 ― △235 ―

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 ％ ％ ％

21年12月期 11.26 ― 13.5 7.8 9.2
20年12月期 △16.99 ― △24.4 △2.2 0.3
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  0百万円 20年12月期  △159百万円

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

21年12月期 12,530 1,588 10.1 91.48
20年12月期 13,238 1,362 7.9 75.08
（参考） 自己資本   21年12月期  1,270百万円 20年12月期  1,041百万円

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

21年12月期 △1,452 1,282 585 1,383
20年12月期 1,204 △870 △1,889 967

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年12月期 

（予想） ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

5,345 △0.5 △109 ― △191 ― △204 ― △14.70

通期 12,666 1.1 1,006 △12.5 864 △14.2 811 419.3 58.48
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4.  その他 
(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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、26ページ及び28ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」並びに30ページ「連結財務諸表作成のための基本となる
重要な事項の変更」をご覧ください。 

(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、51ページ「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変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 13,930,902株 20年12月期 13,930,902株
② 期末自己株式数 21年12月期  47,846株 20年12月期  63,953株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21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 ％

21年12月期 8,354 △5.0 1,056 ― 971 ― 301 876.2
20年12月期 8,795 1.7 △26 ― △178 ― 30 △89.6

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

21年12月期 21.65 ―
20年12月期 2.22 ―

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

21年12月期 9,058 1,154 12.7 82.88
20年12月期 9,699 847 8.7 60.85
（参考） 自己資本 21年12月期  1,154百万円 20年12月期  847百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照ください。 

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 
累計期間

3,290 △6.4 △96 ― △149 ― △158 ― △11.37

通期 7,980 △4.5 789 △25.3 703 △27.6 693 129.8 49.75
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