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平成 23 年３月 24 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 臼 杵   章

電   話 ０２５－２４５－２３１１ 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 23 年２月 18 日に発表いたしました「平成 22 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の一部

に誤り並びに記載漏れ等がありましたので訂正いたします。 

 

（Ⅱ）訂正箇所 

１ 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（29 ページ） 

（訂正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

  (4）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

イ 海運業にかかわる収益及び費用

の計上基準 

(イ）海運業にかかわる収益 

 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連結会計

年度の収益に計上し、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。 

(4）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

イ 海運業にかかわる収益及び費用

の計上基準 

(イ）海運業にかかわる収益 

同左 

  (ロ）海運業にかかわる費用 

 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）海運業にかかわる費用 

同左 

  ロ 消費税等 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

ロ 消費税等 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、５年間で均

等償却しております。ただし、その金額

が僅少な場合には、一括償却しておりま

す。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

７ 連結キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金（現金及び現金同等物）は、手許
現金、随時引出し可能な預金及び容易に
換金可能であり、かつ価値の変動につい
て僅少なリスクしか負わない取得日か
ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。 

同左 

 

（訂正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

 (4）    ―――――――  
 

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

  のれん及び負ののれんは、５年間で

均等償却しております。ただし、その

金額が僅少な場合には、一括償却して

おります。 
  なお、平成 22 年４月１日以後に行
われた企業結合において発生した負
ののれんについては、その連結会計年
度の利益として計上しております。

 (5）    ―――――――  (5）連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金（現金及び現金同等物）は、
手許現金、随時引出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ価値の変
動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限
の到来する短期投資からなっており
ます。 

 (6）その他連結財務諸表作成のための重
要な事項 
イ 海運業にかかわる収益及び費用
の計上基準 
(イ）海運業にかかわる収益 
 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連結会計年
度の収益に計上し、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。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

イ 海運業にかかわる収益及び費用

の計上基準 

(イ）海運業にかかわる収益 

同左 

 (ロ）海運業にかかわる費用 
 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）海運業にかかわる費用 

同左 

  ロ 消費税等 
 消費税及び地方消費税の会計処
理は税抜方式によっております。

ロ 消費税等 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 ――――――― 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、５年間で均
等償却しております。ただし、その金額
が僅少な場合には、一括償却しておりま
す。 

――――――― 

７ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金（現金及び現金同等物）は、手許
現金、随時引出し可能な預金及び容易に
換金可能であり、かつ価値の変動につい
て僅少なリスクしか負わない取得日か
ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。 

――――――― 
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２ ４．連結財務諸表 

注記事項（連結株主資本等変動計算書関係）（35 ページ） 

（訂正前） 

当連結会計年度（自 平成 22 年１月１日 至 平成 22 年 12 月 31 日） 

（略） 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会
計年度末

当連結会
計年度増

当連結会
計年度減

当連結会
計年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
 普通株式 － － － － 11,738

合計 普通株式 － － － － 11,738

（略） 

 

（訂正後） 

当連結会計年度（自 平成 22 年１月１日 至 平成 22 年 12 月 31 日） 

（略） 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会
計年度末

当連結会
計年度増

当連結会
計年度減

当連結会
計年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
 普通株式 － － － － 11,737

合計 普通株式 － － － － 11,737

（略） 

 

３ ４．連結財務諸表 

注記事項（有価証券関係）（41 ページ） 

（訂正前） 

当連結会計年度(平成 22 年 12 月 31 日) 

（略） 

３ その他有価証券 

  種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 44,933 64,681 19,748

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 44,933 64,681 19,748

(1）株式 1,120 1,055 65

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 1,120 1,055 65

合計 46,053 65,737 19,683

（略） 
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（訂正後） 

当連結会計年度(平成 22 年 12 月 31 日) 

（略） 

３ その他有価証券 

  種類 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

取得原価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 64,681 44,933 19,748

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 64,681 44,933 19,748

(1）株式 1,055 1,120 △65

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 1,055 1,120 △65

合計 65,737 46,053 19,683

（略） 

 

４ ４．連結財務諸表 

注記事項（退職給付関係）（42 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21年12月31日） 
（千円） 

当連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

（千円） 

  イ 退職給付債務 △628,353 △603,790

  ロ 会計基準変更時差異の未処理額 71,093 58,822

  ハ 退職給付引当金 △557,260 △544,968

（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21年１月１日 
至 平成21年12月31日）

（千円） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日）

（千円） 

  イ 勤務費用 120,768 88,529

  ロ 利息費用 27,061 －

  ハ 会計基準変更時差異の費用処理額 60,502 12,273

  ニ 数理計算上の差異の費用処理額 42,075 －

  ホ 退職給付費用 250,406 100,802

（略） 
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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21年12月31日） 
（千円） 

当連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

（千円） 

  イ 退職給付債務 △628,353 △603,790

  ロ 会計基準変更時差異の未処理額 71,093 58,822

  ハ 退職給付引当金 △557,260 △544,969

（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21年１月１日 
至 平成21年12月31日）

（千円） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日）

（千円） 

  イ 勤務費用 120,768 85,267

  ロ 利息費用 27,061 －

  ハ 会計基準変更時差異の費用処理額 60,502 12,273

  ニ 数理計算上の差異の費用処理額 42,075 －

  ホ 退職給付費用 250,406 97,540

（略） 
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５ ５．個別財務諸表 

  （２）損益計算書（59 ページ） 

（訂正前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

(自　平成21年１月１日 (自　平成22年１月１日

　至　平成21年12月31日) 　至　平成22年12月31日)

海運業費用

運航費

貨物費 385,261 554,727

船客費 666,320 630,652

燃料費 ※6       174,904    　    －

港費 ※6       6,883 　      －

運航委託手数料 ※1,  ※6    2,210,052 ※1, 　    3,380,739

その他運航費 299,378 604,675

運航費合計 3,742,801 5,170,795

船費

船員費 ※6     357,524         －

退職給付費用 40,785        －

船舶消耗品費 ※6        11,139        －

船舶保険料 ※6      15,985        －

船舶修繕費 ※6       183,538        －

特別修繕引当金繰入額 32,287 32,418

船舶減価償却費 566,282 450,512

その他船費 ※6        24,276       12,420

船費合計 1,231,820 495,350

（略）

（略）
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（訂正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ５．個別財務諸表 

会計処理方法の変更（67ページ） 

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企

業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

―――――――――― 

  

 

（訂正後） 

（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

(自　平成21年１月１日 (自　平成22年１月１日

　至　平成21年12月31日) 　至　平成22年12月31日)

海運業費用

運航費

貨物費 385,261 554,727

船客費 666,320 630,652

燃料費 ※6       174,904 ※6       －

港費 ※6       6,883 ※6      －

運航委託手数料 ※1,  ※6    2,210,052 ※1, ※6   3,380,739

その他運航費 299,378 604,675

運航費合計 3,742,801 5,170,795

船費

船員費 ※6     357,524 ※6     －

退職給付費用 40,785 ※6     －

船舶消耗品費 ※6        11,139 ※6     －

船舶保険料 ※6      15,985 ※6     －

船舶修繕費 ※6       183,538 ※6     －

特別修繕引当金繰入額 32,287 32,418

船舶減価償却費 566,282 450,512

その他船費 ※6        24,276 ※6         12,420

船費合計 1,231,820 495,350

（略）

（略）
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前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企

業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

 当事業年度より、「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）、「「研究開発

費に係る会計基準」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）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。 

  

 

７ ５．個別財務諸表 

注記事項（損益計算書関係）（70 ページ） 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

（略） （略） 

※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。

※６        ―――――――    

 

（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

（略） （略） 

※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。

※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、船舶の運航等に係る費用は

運航委託手数料に集約して計上しております。 

 

８ ５．個別財務諸表 

注記事項（有価証券関係）（72 ページ） 

（訂正前） 

 当事業年度（平成 22 年 12 月 31 日） 

 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式 654,975 千円、関連会社株式 75,915 円)

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 

（訂正後） 

 当事業年度（平成 22 年 12 月 31 日） 

 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式 654,975 千円、関連会社株式 0千円)は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 

以 上 


