
平成22年12月期 第1四半期決算短信 

平成22年5月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 佐渡汽船 上場取引所 JQ 
コード番号 9176 URL http://www.sadokisen.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小川 健
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 臼杵 章 TEL 025-245-2311
四半期報告書提出予定日 平成22年5月13日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 2,000 △3.8 △515 ― △544 ― △533 ―
21年12月期第1四半期 2,079 ― △464 ― △520 ― △625 ―

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

22年12月期第1四半期 △38.40 ―
21年12月期第1四半期 △45.11 ―

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

22年12月期第1四半期 12,219 1,065 6.1 53.26
21年12月期 12,530 1,588 10.1 91.48

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  739百万円 21年12月期  1,270百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

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

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「・定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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に基づき作成したものであり、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。また、業績予想の前提となる条件につきましては、４ページ「・定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する
定性的情報」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 13,930,902株 21年12月期  13,930,902株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  47,846株 21年12月期  47,846株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 13,883,056株 21年12月期第1四半期 13,871,065株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による各種経済対策の効果により一部で回復の兆候が見

られるものの、雇用環境や個人消費は依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループでは費用の削減、経営の効率化に努めるとともに、顧客サービスの向上を

図り、積極的な営業活動を行い増収に努めました。また、３月からは県外旅行業者による大口団体の旅行が始まっ

ており、４月以降も同団体の上積みが期待できる状況となっております。しかしながら、当第１四半期連結会計期

間の業績は、悪天候に伴う海上時化により欠航を余儀なくされることが例年に比べ多かった他、２月上旬には新潟

市を中心に26年振りの大雪に見舞われたことにより公共交通機関が一時マヒ状態に陥るなど、天候不順による影響

を受けた結果となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は2,000,343千円（前年同期比3.8％減）、営業損失は515,858千円（前年同

期は464,502千円の営業損失）、経常損失は544,590千円（前年同期は520,672千円の経常損失）、四半期純損失は

533,040千円（前年同期は625,658千円の四半期純損失）となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。なお、当社グループの売上高は事業の性質上、第３

四半期に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。  

  

①海運業  

 当第１四半期連結会計期間の旅客輸送人員は232,265人（前年同期比4.3％減）、自動車航送台数は乗用車換算で

37,878台（前年同期比4.9％減）、貨物輸送トン数は28,757トン（前年同期比0.4％減）となりました。 

 当社では、原油価格の高値推移による船舶燃料費の増加に対応するため、引き続き燃料油価格変動調整金を導入

し、１月～３月期においては２ゾーン（旅客大人１名片道260円・自動車１台片道1,690円）を適用（前年１月～３

月期は３ゾーン（旅客大人１名片道380円・自動車１台片道2,540円））しました。しかしながら、前述のとおり天

候不順の影響を受け、輸送実績は３部門とも前年同期を下回る結果となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は1,254,816千円（前年同期比2.7％減）、営業損失は417,921千円（前年同

期は423,075千円の営業損失）となりました。  

②一般貨物自動車運送業  

 貨物運送や自動車整備等の主要部門の業績はほぼ前年同期並に推移しましたが、原油価格の上昇により燃料費が

前年同期を大きく上回りました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は505,866千円(前年同期比1.6％減)、営業利益は24,241千円(前年同期比

50.9％減)となりました。  

③売店・飲食業  

 天候不順により観光客やビジネス客が低調に推移したことから売店、食堂部門ともに不振でしたが、㈱海鮮横丁

（旧商号：㈱はじき野フィールドパーク）を前連結会計年度の第３四半期より連結範囲に含めたことにより売上高

は増加しております。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は241,699千円（前年同期比3.8％増）、営業損失は39,270千円（前年同期は

26,310千円の営業損失）となりました。  

④観光業  

 閑散期の中でも観光客の来島が見込まれる年始期において悪天候により大手旅行業者のツアーキャンセルが相次

いで発生した他、その後も天候不順により観光客やビジネス客が低調に推移したため、観光施設業の業績は前年同

期を下回る結果となりました。なお、前連結会計年度の第４四半期に佐渡汽船営業サービス㈱を連結範囲に含めた

ことにより、売上高は増加しております。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は180,498千円（前年同期比104.9％増）、営業損失は94,132千円（前年同期

は91,170千円の営業損失）となりました。 

⑤その他  

 建物サービス業において、前年同期と同様に受注した一般事業所の設備管理業務および設備点検業務の実施が、

第２四半期連結会計期間以降にずれ込んだこと等により売上高は減少しました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は109,205千円（前年同期比1.5％減）、営業損失は7,772千円（前年同期は

8,855千円の営業利益）となりました。   

  

(1) 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資産合計は、前連結会計年度末に比べ310,220千円減少し12,219,964千円となり

ました。 

  流動資産は前連結会計年度末と比べ503,974千円減少し3,146,468千円となりました。これは季節的な要因によ 

・定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  り、現金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ減少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

年度末と比べ193,754千円増加し9,073,496千円となりました。これは器具・備品及びソフト等が増加したことが主

な要因であります。 

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ212,903千円増加し11,154,710千円となり

ました。 

  流動負債は前連結会計年度末と比べ723,900千円増加し4,291,356千円となりました。これは支払手形及び買掛

金、短期借入金がそれぞれ増加したこと等が主な要因であります。固定負債は前連結会計年度末と比べ510,997千

円減少し6,863,354千円となりました。これは返済の進行により長期借入金が減少したこと等が主な要因でありま

す。  

  当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ523,123千円減少し1,065,254千円となり

ました。これは季節的な要因により四半期純損失を533,040千円計上したことが主な要因であります。 

  

(2）キャッシュフローの状況 

 当第１四半期連結会計期間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101,605千円、投資活動による資金の減少が139,633千円、財務活動による資金の増加が53,208千円

となり、前連結会計年度末に比べ188,030千円減少し、当第１四半期連結会期間末残高は1,195,298千円(前年同期

比38.9％増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

  

(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101,605千円(前年同期は2,102,751千円の減少)となりました。これは税金等調整前

四半期純損失が503,794千円で、減価償却費が249,868千円、賞与引当金が100,617千円発生し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減少は139,633千円(前年同期は1,413,048千円の増加)となりました。これは有形及び無形

固定資産の取得による支出が177,938千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53,208千円(前年同期は582,606千円の増加)となりました。これは短期及び長期借

入れによる収入が1,182,920千円発生したものの、短期及び長期借入金の返済による支出が1,126,621千円あったこ

とが主な要因であります。    

  

  現時点において、平成22年２月18日に公表しました業績予想に変更はありません。    

  

 該当事項はありません。    

  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予定を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法

により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。  

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。    

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,473,704 1,655,847

受取手形及び売掛金 571,255 802,707

たな卸資産 639,370 677,319

その他 464,548 517,244

貸倒引当金 △2,409 △2,675

流動資産合計 3,146,468 3,650,442

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 1,821,273 1,855,783

建物（純額） 3,651,106 3,683,574

土地 1,913,263 1,913,263

その他（純額） 987,115 794,994

有形固定資産合計 8,372,757 8,247,614

無形固定資産   

のれん 154,138 164,904

その他 156,977 91,626

無形固定資産合計 311,115 256,530

投資その他の資産   

投資有価証券 167,613 165,102

破産更生債権等 381,349 471,189

長期前払費用 147,575 127,879

繰延税金資産 2,983 6,647

その他 71,453 75,970

貸倒引当金 △381,349 △471,189

投資その他の資産合計 389,624 375,598

固定資産合計 9,073,496 8,879,742

資産合計 12,219,964 12,530,184
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 415,164 343,557

短期借入金 879,768 387,750

1年内返済予定の長期借入金 1,962,913 2,016,268

未払法人税等 38,256 35,268

賞与引当金 138,345 37,728

その他 856,910 746,885

流動負債合計 4,291,356 3,567,456

固定負債   

長期借入金 5,880,415 6,262,780

退職給付引当金 532,614 557,260

役員退職慰労引当金 11,048 30,864

特別修繕引当金 64,195 129,145

負ののれん 82,600 88,502

その他 292,482 305,799

固定負債合計 6,863,354 7,374,351

負債合計 11,154,710 10,941,807

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 △660,683 △128,530

自己株式 △51,669 △51,669

株主資本合計 727,711 1,259,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,764 10,209

評価・換算差額等合計 11,764 10,209

少数株主持分 325,779 318,304

純資産合計 1,065,254 1,588,377

負債純資産合計 12,219,964 12,530,184
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,079,034 2,000,343

売上原価 2,284,942 2,252,478

売上総損失（△） △205,908 △252,135

販売費及び一般管理費 258,594 263,723

営業損失（△） △464,502 △515,858

営業外収益   

固定資産賃貸料 15,995 17,164

受取利息 1,644 1,842

受取配当金 42 118

その他 10,137 24,601

営業外収益合計 27,818 43,725

営業外費用   

支払利息 62,246 61,157

固定資産賃貸費用 10,689 8,151

持分法による投資損失 7,337 1,535

その他 3,716 1,614

営業外費用合計 83,988 72,457

経常損失（△） △520,672 △544,590

特別利益   

固定資産売却益 902,481 1,405

前期損益修正益 3,311 54

特別修繕引当金戻入額 － 5,461

貸倒引当金戻入額 － 394

国土交通省調査事業請負金 － 35,980

その他 1,740 765

特別利益合計 907,532 44,059

特別損失   

固定資産売却損 － 265

固定資産除却損 － 2,998

退職給付費用 532,540 －

割増退職金 407,621 －

貸倒引当金繰入額 23,677 －

たな卸資産評価損 12,866 －

その他 3,760 －

特別損失合計 980,464 3,263

税金等調整前四半期純損失（△） △593,604 △503,794

法人税、住民税及び事業税 18,906 31,674

法人税等調整額 △16 △12,369

法人税等合計 18,890 19,305

少数株主利益 13,164 9,941

四半期純損失（△） △625,658 △533,040
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △593,604 △503,794

減価償却費 258,633 249,868

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,251 △90,106

持分変動損益（△は益） △856 －

持分法による投資損益（△は益） 7,337 1,535

受取利息及び受取配当金 △1,686 △1,960

支払利息 62,246 61,157

売上債権の増減額（△は増加） 72,850 321,292

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,868 37,949

仕入債務の増減額（△は減少） 66,995 72,295

のれん償却額 11,255 4,864

退職給付費用 532,540 －

分社化に伴う割増退職金 296,298 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,892 100,617

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△238,647 △44,462

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 8,073 △64,951

投資有価証券評価損益（△は益） 930 －

関係会社株式売却損益（△は益） △884 －

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △902,481 △1,405

有形及び無形固定資産除却損 2,830 3,263

未収消費税等の増減額（△は増加） － △24,592

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,001 △42,689

その他 △137,002 △78,748

小計 △418,161 133

利息及び配当金の受取額 1,686 1,960

利息の支払額 △65,124 △75,011

法人税等の支払額 △17,947 △28,687

分社化に伴う退職金支払額 △1,603,205 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,102,751 △101,605
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △35,722 △177,938

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,178,823 1,979

定期預金の預入による支出 △324,985 △59,931

定期預金の払戻による収入 666,745 54,043

短期貸付けによる支出 △40,000 －

短期貸付金の回収による収入 － 40,000

長期貸付けによる支出 △30,200 －

長期貸付金の回収による収入 6,558 2,264

その他 △7,171 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,413,048 △139,633

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 901,000 680,000

短期借入金の返済による支出 △136,417 △187,982

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △617

長期借入れによる収入 750,000 502,920

長期借入金の返済による支出 △936,066 △938,639

自己株式の取得による支出 △17 －

自己株式の売却による収入 4,106 －

少数株主への配当金の支払額 － △2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー 582,606 53,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,097 △188,030

現金及び現金同等物の期首残高 967,727 1,383,328

現金及び現金同等物の四半期末残高 860,630 1,195,298
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

（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 各事業区分の事業内容 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）において、在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項

はありません。 

  

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  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  1,289,111  469,739 227,818 52,289 40,077 2,079,034  －  2,079,034

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 530  44,429 5,086 35,807 70,735 156,587 ( )156,587  －

計  1,289,641  514,168 232,904 88,096 110,812 2,235,621 ( )156,587  2,079,034

営業利益又は営業損失（△）  △423,075  49,352 △26,310 △91,170 8,855 △482,348  17,846  △464,502

  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  1,252,615  428,866 232,330 48,445 38,087 2,000,343  －  2,000,343

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,201  77,000 9,369 132,053 71,118 291,741 ( )291,741  －

計  1,254,816  505,866 241,699 180,498 109,205 2,292,084 ( )291,741  2,000,343

営業利益又は営業損失（△）  △417,921  24,241 △39,270 △94,132 △7,772 △534,854  18,996  △515,858

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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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