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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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3四半期 9,254 △3.7 803 △22.2 710 △23.2 757 ―
21年12月期第3四半期 9,611 ― 1,032 ― 925 ― △307 ―

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3四半期 54.54 54.42
21年12月期第3四半期 △22.13 ―

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3四半期 11,649 2,308 17.4 145.96
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3四半期  2,026百万円 21年12月期  1,270百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 12,061 △3.7 739 △35.7 620 △38.5 658 321.1 47.41



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対するレビュー手続きを実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年２月18日に公表いたしました業績予想（連結・個別）を修正しております。具体的な内容につきましては、〔添付資料〕Ｐ．３「１．当四半期の連結
業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」及び平成22年11月５日発表の「平成22年12月期通期（連結・個別）の業績予想の修
正並びに特別利益の発生に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．本資料に記載されている業績予想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されたものであり、実際の実績等は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、〔添付資料〕Ｐ．３「その他」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） 22年12月期3Q 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3Q  47,805株 21年12月期  47,846株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 13,883,147株 21年12月期3Q 13,878,878株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出・生産の増加により一部で回復の兆しがみ

られるものの、急激な円高の進行による収益圧迫懸念や、厳しい雇用・所得環境等により、依然として先行きが不

透明なまま推移しました。 

 このような状況のもと、当連結会計年度においては、第１四半期連結会計期間は天候不順による影響、第２四半

期連結会計期間においては前年同期に実施した「本土発乗用車往復運賃特別割引」の影響により、両四半期連結会

計期間とも輸送量は低調に推移しました。当第３四半期連結会計期間においては、８月11日に新潟～両津航路に就

航しておりますカーフェリー「おおさど丸」に機関故障が発生し、10月１日に復旧するまでの間、同船は運休を余

儀なくされました。この間、新潟～両津航路においては僚船のカーフェリーや高速船ジェットフォイルの増便から

なるダイヤ変更を行い輸送能力の確保に努めましたが、当社グループにとって 盛期にあたるこの期間のカーフェ

リー運休の影響は大きく、マイカー客を中心とした観光客数は前年同期比で大幅な減少となりました。 

 また、業績が観光客数の増減に左右される当社グループでは、 盛期のカーフェリー運休による観光客数の減少

の影響は非常に大きく、旅行業、宿泊、観光施設、売店・食堂といった業態のグループ各社は軒並み 盛期間の売

上高が減少となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,254,159千円（前年同期比3.7％減）、営業利益は803,830

千円（前年同期比22.2％減）、経常利益は710,808千円（前年同期比23.2％減）、四半期純利益は757,172千円（前

年同期は307,154千円の四半期純損失）となりました。なお、四半期純利益の大幅な変動は、前連結会計年度にお

いて当社の分社を行い従業員を転籍させたこと、子会社においても新たに佐渡汽船ニュー商事㈱を設立し佐渡汽船

商事㈱の事業を譲渡するとともに従業員を転籍させたことにより、退職給付費用等を特別損失に計上したことが主

な要因であります。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。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３四半期連結累計期間の旅客輸送人員は1,330,064人（前年同期比7.4％減）、自動車航送台数は乗用車換算

台数で173,746台（前年同期比11.3％減）、貨物輸送トン数は92,671トン（前年同期比7.0％増）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、前第２四半期連結会計期間に実施した「本土発乗用車往復運賃特別割

引」の反動によりマイカー利用の個人観光客数が減少しました。また、前述の通り８月11日に発生したカーフェリ

ー「おおさど丸」の機関故障に伴う運休により 盛期の輸送能力が減少したことに加え、代替手段として僚船のカ

ーフェリーの増便や高速船ジェットフォイルの増便及び運賃割引、他社に貨物の委託を行いました。更に、「おお

さど丸」の修繕に伴う費用を取り込んだため、売上高及び営業利益は減少となりました。  

 以上の結果、売上高は6,181,056千円(前年同期比5.5％減)、営業利益は711,731千円(前年同期比28.1％減)とな

りました。  

②一般貨物自動車運送業 

 米、ビールの輸送やダンプ車の稼働が堅調に推移した他、建設資材の輸送、猛暑による電力消費量増加に伴い発

電用の重油の輸送も堅調に推移しました。一方、費用面ではカーフェリー「おおさど丸」の運休に伴い運送方法の

変更や乗務員の超過勤務等による増加がありました。 

 以上の結果、売上高は1,532,187千円(前年同期比2.5％増)、営業利益は9,714千円(前年同期は19,843千円の営業

損失)となりました。  

③売店・飲食業 

 カーフェリー「おおさど丸」運休による観光客の減少により、佐渡島内の売店の売上高は減少しました。また、

カーフェリー「おおさど丸」船内の売店、食堂につきましても運休期間中は休業を余儀なくされたため売上高は減

少しました。しかしながら、新潟市周辺や佐渡島内の各種イベントに積極的に出店して売上高の確保に努めた他、

費用の削減にも積極的に取り組みました。  

 以上の結果、売上高は1,011,002千円(前年同期比0.3％減)、営業利益は2,397千円(前年同期は12,232千円の営業

損失)となりました。 

④観光業 

 前第２四半期連結会計期間に実施した「本土発乗用車往復運賃特別割引」及び前年９月の５連休（シルバーウィ

ーク）の反動により観光客数が減少したことに加え、当第３四半期連結会計期間はカーフェリー「おおさど丸」運

休により、旅館業においては 盛期に宿泊客のキャンセルが多数発生した他、観光施設業においても個人客・団体

客の入館者が大幅に減少しました。しかしながら、前連結会計年度の第４四半期において佐渡汽船営業サービス㈱

を連結範囲に加えたことにより、当セグメントの売上高は増加しました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 以上の結果、売上高は1,271,546千円(前年同期比73.5％増)、営業損失は8,226千円(前年同期は1,718千円の営業

損失)となりました。 

⑤その他事業  

 当セグメントに属していた佐渡汽船コンピューターサービス㈱は、平成22年７月１日付けで④観光業に属する佐

渡汽船観光㈱を存続会社として合併したため、その分、売上高、営業利益ともに減少しました。 

 以上の結果、売上高は342,325千円(前年同期比8.0％減)、営業利益は12,470千円(前年同期比50.6％減)となりま

した。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四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880,194千円減少し11,649,990千円となり

ました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ527,785千円減少し3,122,657千円となりました。これは、カーフェリー

「おおさど丸」運休に伴う 盛期間の観光客数の減少による売上高減少と、当第３四半期連結会計期間において当

社が行った短期借入金の返済が主な要因であります。固定資産は、減価償却の進行等により前連結会計年度末に比

べ352,409千円減少し8,527,333千円となりました。 

 当第３四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1,600,421千円減少し9,341,386千円となり

ました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ268,393千円減少し3,299,063千円となりました。これは、賞与引当金

108,952千円の増加があったものの、借入金の返済により短期借入金が176,992千円、１年内返済予定の長期借入金

が168,253千円それぞれ減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,332,028千円

減少し6,042,323千円となりました。これは、借入金返済の進行により長期借入金が1,200,216千円減少したことが

主な要因であります。 

 当第３四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720,227千円増加し2,308,604千円となり

ました。これは、四半期純利益を757,172千円計上したこと及び少数株主持分が43,936千円減少したことが主な要

因であります。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累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

よる資金の増加が1,589,963千円、投資活動による資金の減少が488,774千円、財務活動による資金の減少が

1,548,985千円となり、前連結会計年度末に比べ447,796千円減少し、当第３四半期連結累計期間末残高は935,532

千円（前年同期比33.8％減）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増加は1,589,963千円（前年同期は1,551,289千円の減少）となりました。これは税金等

調整前四半期純利益が821,911千円で、減価償却費が746,087千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減少は488,774千円（前年同期は1,492,272千円の増加）となりました。これは固定資産

取得にかかる補助金収入が165,466千円ありましたが、有形及び無形固定資産の取得による支出が666,368千円あ

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減少は1,548,985千円（前年同期は505,330千円の増加）となりました。これは短期及び

長期借入金による収入が1,322,480千円発生したものの、短期及び長期借入金の返済による支出が2,867,941千円

あったことが主な要因であります。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年２月18日に公表いたしました業績予想（連結・個別）を平成22年11月５日に修正しております。   

 修正理由等につきましては、平成22年11月５日付「平成22年12月期通期（連結・個別）の業績予想の修正並びに

特別利益の発生に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

２．その他の情報
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（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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算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  

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する変更  

  （企業結合に関する会計基準等の適用）  

   第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

② 表示方法の変更 

  （四半期貸借対照表関係）    

   前第３四半期連結会計期間末において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「繰延税金資

産」は、重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間末では区分掲記しております。なお、前第３四半期

連結会計期間末の流動資産の「その他」に含まれる「繰延税金資産」は1,679千円であります。   
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 1,261,438 1,655,847

受取手形及び売掛金 721,166 802,707

たな卸資産 625,264 677,319

繰延税金資産 304,797 294,544

その他 212,251 222,700

貸倒引当金 △2,259 △2,675

流動資産合計 3,122,657 3,650,442

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 1,576,293 1,855,783

建物（純額） 3,560,272 3,683,574

土地 1,913,263 1,913,263

その他（純額） 845,432 794,994

有形固定資産合計 7,895,260 8,247,614

無形固定資産   

のれん 131,047 164,904

その他 122,315 91,626

無形固定資産合計 253,362 256,530

投資その他の資産   

投資有価証券 162,848 165,102

破産更生債権等 370,546 471,189

長期前払費用 146,223 127,879

繰延税金資産 7,049 6,647

その他 62,591 75,970

貸倒引当金 △370,546 △471,189

投資その他の資産合計 378,711 375,598

固定資産合計 8,527,333 8,879,742

資産合計 11,649,990 12,530,184
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 427,530 343,557

短期借入金 210,758 387,750

1年内返済予定の長期借入金 1,848,015 2,016,268

未払法人税等 61,883 35,268

賞与引当金 146,680 37,728

その他 604,197 746,885

流動負債合計 3,299,063 3,567,456

固定負債   

長期借入金 5,062,564 6,262,780

退職給付引当金 541,672 557,260

役員退職慰労引当金 15,744 30,864

特別修繕引当金 81,055 129,145

負ののれん 66,295 88,502

その他 274,993 305,799

固定負債合計 6,042,323 7,374,351

負債合計 9,341,386 10,941,807

純資産の部   

株主資本   

資本金 801,103 801,103

資本剰余金 634,209 638,959

利益剰余金 633,180 △128,530

自己株式 △52,924 △51,669

株主資本合計 2,015,568 1,259,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,843 10,209

評価・換算差額等合計 10,843 10,209

新株予約権 7,825 －

少数株主持分 274,368 318,304

純資産合計 2,308,604 1,588,377

負債純資産合計 11,649,990 12,530,184
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 9,611,405 9,254,159

売上原価 7,761,829 7,662,561

売上総利益 1,849,576 1,591,598

販売費及び一般管理費 816,709 787,768

営業利益 1,032,867 803,830

営業外収益   

固定資産賃貸料 53,722 54,329

受取利息 5,717 2,246

受取配当金 3,876 3,240

その他 51,210 66,499

営業外収益合計 114,525 126,314

営業外費用   

支払利息 180,536 177,221

固定資産賃貸費用 31,133 29,039

持分法による投資損失 － 8,679

その他 9,787 4,397

営業外費用合計 221,456 219,336

経常利益 925,936 710,808

特別利益   

前期損益修正益 7,162 199

固定資産売却益 911,674 4,239

貸倒引当金戻入額 201,732 －

国土交通省調査事業請負金 － 38,710

負ののれん発生益 － 47,404

その他 － 39,226

特別利益合計 1,120,568 129,778

特別損失   

前期損益修正損 13,100 －

固定資産売却損 90,941 574

固定資産除却損 － 17,319

減損損失 99,947 －

退職給付費用 1,123,407 －

割増退職金 697,192 －

その他 254,885 782

特別損失合計 2,279,472 18,675

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△232,968 821,911

法人税、住民税及び事業税 69,991 58,695

法人税等調整額 934 △10,655

法人税等合計 70,925 48,040

少数株主利益 3,261 16,699

四半期純利益又は四半期純損失（△） △307,154 757,172
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△232,968 821,911

減価償却費 776,366 746,087

減損損失 100,073 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,179 △101,059

持分変動損益（△は益） △1,072 △882

持分法による投資損益（△は益） △3,663 8,679

受取利息及び受取配当金 △9,593 △5,486

支払利息 180,536 177,221

負ののれん発生益 － △47,404

売上債権の増減額（△は増加） △121,918 190,184

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,895 52,055

仕入債務の増減額（△は減少） 81,765 85,199

のれん償却額 27,380 14,969

退職給付費用 1,048,513 －

分社化に伴う割増退職金 583,859 －

補助金収入 △26,315 △12,569

賞与引当金の増減額（△は減少） 115,872 108,952

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△233,765 △30,708

株式報酬費用 － 7,825

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 25,133 △48,091

投資有価証券売却損益（△は益） △3,961 △11,840

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △5,648 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,931 713

関係会社株式売却損益（△は益） △60 －

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △820,733 △3,665

有形及び無形固定資産除却損 31,940 10,168

未収消費税等の増減額（△は増加） － △59,340

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,287 △31,671

その他 198,434 △77,869

小計 1,714,109 1,793,379

利息及び配当金の受取額 9,593 5,486

利息の支払額 △183,493 △189,390

法人税等の支払額 △16,641 △32,081

分社化に伴う退職金支払額 △3,140,651 －

補助金の受取額 65,794 12,569

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,551,289 1,589,963
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30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 △1,252 △1,121

投資有価証券の売却による収入 200 13,636

関係会社株式の取得による支出 △4,500 △15,000

関係会社株式の売却による収入 30 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △267,916 △666,368

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,226,653 37,691

補助金収入 － 165,466

定期預金の預入による支出 △431,870 △184,832

定期預金の払戻による収入 982,188 131,443

短期貸付けによる支出 △40,000 △12,000

短期貸付金の回収による収入 40,000 40,000

長期貸付けによる支出 △200 －

長期貸付金の回収による収入 6,285 2,311

その他 △17,346 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,492,272 △488,774

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 980,000 686,000

短期借入金の返済による支出 △742,840 △862,992

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,867

長期借入れによる収入 2,401,000 636,480

長期借入金の返済による支出 △2,136,919 △2,004,949

自己株式の取得による支出 △17 △2

自己株式の売却による収入 4,106 819

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 505,330 △1,548,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 446,313 △447,796

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 1,414,040 935,532
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 該当事項はありません。   

  

〔事業の種類別セグメント情報〕     

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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。 

  

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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

  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） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上

高 
 6,541,188 1,393,881 997,914 526,048 152,374  9,611,405  ― 9,611,405

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,337 101,647 16,600 206,811 219,837  547,232 ( )547,232 ―

計  6,543,525 1,495,528 1,014,514 732,859 372,211  10,158,637 ( )547,232 9,611,405

営業利益又は営業損失（△）  989,918 △19,843 △12,232 △1,718 25,259  981,384  51,483 1,032,867

  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） 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上

高 
 6,030,483 1,306,279 995,449 777,222 144,726  9,254,159  ― 9,254,159

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 150,573 225,908 15,553 494,324 197,599  1,083,957 ( )1,083,957 ―

計  6,181,056 1,532,187 1,011,002 1,271,546 342,325  10,338,116 ( )1,083,957 9,254,159

営業利益又は営業損失（△）  711,731 9,714 2,397 △8,226 12,470  728,086  75,744 803,830

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、不動産賃貸業、自動車整備業 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

佐渡汽船㈱（9176）平成22年12月期　第３四半期決算短信

10




