
1 

 

平成 24 年 11 月８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24年12月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

 

 平成24年11月６日に発表いたしました「平成24年12月期第３四半期決算短信〔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 

   第３四半期決算短信発表後、四半期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 サマリー情報 

   １．平成24年12月期第３四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年９月30日） 

（１）連結経営成績（累計）  

【訂正前】                             （％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 ％

24年12月期第3四半期 9,019 2.2 512 △3.5 481 3.7 436 25.3

23年12月期第3四半期 8,824 △4.6 531 △33.9 464 △34.6 348 △54.0

 

【訂正後】                             （％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 ％

24年12月期第3四半期 9,019 2.2 491 △7.5 481 3.7 436 25.3

23年12月期第3四半期 8,824 △4.6 531 △33.9 464 △34.6 348 △54.0
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 ２ １．当四半期決算に関する定性的情報 

   （１）連結経営成績に関する定性的情報 

【訂正前】 

（略） 

当第３四半期連結累計期間の売上高は9,019,498千円（前年同期比2.2％増）、営業利益は512,449千円（前

年同期比3.5％減）、経常利益は481,970千円（前年同期比3.7％増）、四半期純利益は436,517千円（前年同

期比25.3％増）となりました。 

（略） 

①海運 

（略） 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は6,121,262千円（前年同期比6.0％増）、セグメント利益（営業利益）

は480,086千円（前年同期比10.9％増）となりました。 

 

【訂正後】 

（略） 

当第３四半期連結累計期間の売上高は9,019,498千円（前年同期比2.2％増）、営業利益は491,245千円（前

年同期比7.5％減）、経常利益は481,970千円（前年同期比3.7％増）、四半期純利益は436,517千円（前年同

期比25.3％増）となりました。 

（略） 

①海運 

（略） 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は6,121,262千円（前年同期比6.0％増）、セグメント利益（営業利益）

は458,882千円（前年同期比6.0％増）となりました。 

 

 

 ３ ３．四半期連結財務諸表 

   （２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円） 

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日） 

売上高 8,824,829 9,019,498 

売上原価 7,534,557 7,773,608 

売上総利益 1,290,272 1,245,890 

販売費及び一般管理費 758,981 733,441 

営業利益 531,291 512,449 

（略） （略） （略） 

営業外費用   

（略） （略） （略） 

 その他 10,772 34,420 

（略） （略） （略） 
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【訂正後】 

（単位：千円） 

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日） 

売上高 8,824,829 9,019,498 

売上原価 7,534,557 7,794,812 

売上総利益 1,290,272 1,224,686 

販売費及び一般管理費 758,981 733,441 

営業利益 531,291 491,245 

（略） （略） （略） 

営業外費用   

（略） （略） （略） 

 その他 10,772 13,216 

（略） （略） （略） 

 

４ ３．四半期連結財務諸表 

   （４）セグメント情報等 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日） 

【訂正前】 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円） 

  

報告セグメント  
その他 

（注） 
合計 

海運 
一般貨物

自動車運送
売店・飲食 観光 計 

 売上高            

 外部顧客への売上高  6,121,262  1,212,067  952,081  617,492  8,902,902  116,596 9,019,498

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 9,413  239,642  19,024  391,518  659,597  141,534  801,131

計  6,130,675  1,451,709  971,105  1,009,010  9,562,499  258,130 9,820,629

 セグメント利益又は損失(△)  480,086  △47,795  24,570  22,836  479,697  4,512 484,209

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物サービス事業及び

不動産賃貸事業を含んでおります。 

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

                                              （単位：千円） 

 利益  金額 

 報告セグメント計  479,697 

 「その他」の区分の利益  4,512 

 セグメント間取引消去  28,240 

 四半期連結損益計算書の営業利益  512,449 
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【訂正後】 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円） 

  

報告セグメント  
その他 

（注） 
合計 

海運 
一般貨物

自動車運送
売店・飲食 観光 計 

 売上高            

 外部顧客への売上高  6,121,262  1,212,067  952,081  617,492  8,902,902  116,596 9,019,498

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 9,413  239,642  19,024  391,518  659,597  141,534  801,131

計  6,130,675  1,451,709  971,105  1,009,010  9,562,499  258,130 9,820,629

 セグメント利益又は損失(△)  458,882  △47,795  24,570  22,836  458,493  4,512 463,005

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物サービス事業及び

不動産賃貸事業を含んでおります。 

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

                                              （単位：千円） 

 利益  金額 

 報告セグメント計  458,493 

 「その他」の区分の利益  4,512 

 セグメント間取引消去  28,240 

 四半期連結損益計算書の営業利益  491,245 

  

 

以 上 


