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平成 24 年３月 27 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 23 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 平成 24 年２月 17 日に発表いたしました「平成 23 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、

一部に数値算出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、一部に数値算出の誤り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 

   （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書）（12 ページ） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日） 

（略） （略） （略） 

特別利益   

（略） （略） （略） 

 受取保険金 － 13,158 

 過年度消費税還付金 － 23,256 

（略） （略） （略） 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日） 

（略） （略） （略） 

特別利益   

（略） （略） （略） 

 受取保険金 － 13,157 

 過年度消費税還付金 － 23,255 

（略） （略） （略） 
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 ２ ４．連結財務諸表 

   （４）連結キャッシュ・フロー計算書（17 ページ） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

（略） （略） （略） 

 投資有価証券売却損益（△は益） △19,247 － 

（略） （略） （略） 

 その他 △70,445 △82,669 

（略） （略） （略） 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

（略） （略） （略） 

 投資有価証券売却損益（△は益） △19,247 147 

（略） （略） （略） 

 その他 △70,445 △82,816 

（略） （略） （略） 

 

 

 ３ ４．連結財務諸表 

(10) 連結財務諸表に関する注記事項（連結貸借対照表関係）（26ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年12月31日） 

（略） （略） 

 ７       ※７ 財務制限条項 
    当連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借

入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む）には
財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触
した場合には全部又は一部の期限前弁済を行うこと
となります。 
(1) 当社の長期借入金 111,600 千円  

   ① 当社の純資産額が当初借入額を下回らないこ
と。 

    ② 事前承認なしに当社が第三者に対して
1,262,500千円を超える貸付、出資、保証
を行わないこと。 

 （略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年12月31日） 

（略） （略） 

 ７       ※７ 財務制限条項 
    当連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借

入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む）には
財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触
した場合には全部又は一部の期限前弁済を行うこと
となります。 
(1) 当社の長期借入金 305,190 千円  

   ① 当社の純資産額が当初借入額を下回らないこ
と。 

    ② 事前承認なしに当社が第三者に対して
1,262,500千円を超える貸付、出資、保証
を行わないこと。 

 （略） 

 

４ ５．個別財務諸表 

  （１）貸借対照表（36 ページ） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 前事業年度 

（平成22年12月31日） 

当事業年度 

（平成23年12月31日） 

資産の部     

（略） （略） （略） 

 固定資産     

  有形固定資産     

（略） （略） （略） 

   建物  8,329,732  8,369,010 

    減価償却累計額  △5,931,974  △6,052,933 

    建物（純額） ※1 2,397,758 ※1 2,316,077 

（略） （略） （略） 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前事業年度 

（平成22年12月31日） 

当事業年度 

（平成23年12月31日） 

資産の部     

（略） （略） （略） 

 固定資産     

  有形固定資産     

（略） （略） （略） 

   建物  8,329,732  8,380,981 

    減価償却累計額  △5,931,974  △6,064,904 

    建物（純額） ※1 2,397,758 ※1 2,316,077 

（略） （略） （略） 
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５ ５．個別財務諸表 

(7) 個別財務諸表に関する注記事項（貸借対照表関係）（50 ページ） 

（訂正前） 

前事業年度 
（平成22年12月31日） 

当事業年度 
（平成23年12月31日） 

（略） （略） 

 ６       ※６ 財務制限条項 
    当事業年度末の借入金のうち、以下の長期借入金

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）には、財
務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触し
た場合には全部又は一部の期限前弁済を行うことと
なります。 
(1) 当社の長期借入金 111,600 千円  

   ① 当社の純資産額が当初借入額を下回らないこ
と。 

    ② 事前承認なしに当社が第三者に対して
1,262,500千円を超える貸付、出資、保証
を行わないこと。 

 （略） 

 

（訂正後） 

前事業年度 
（平成22年12月31日） 

当事業年度 
（平成23年12月31日） 

（略） （略） 

 ６       ※６ 財務制限条項 
    当事業年度末の借入金のうち、以下の長期借入金

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）には、財
務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触し
た場合には全部又は一部の期限前弁済を行うことと
なります。 
(1) 当社の長期借入金 305,190 千円  

   ① 当社の純資産額が当初借入額を下回らないこ
と。 

    ② 事前承認なしに当社が第三者に対して
1,262,500千円を超える貸付、出資、保証
を行わないこと。 

 （略） 

 

 

以 上 


