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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23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 ％

23年12月期第1四半期 1,959 △2.0 △647 ― △671 ― △684 ―
22年12月期第1四半期 2,000 △3.8 △515 ― △544 ― △533 ―

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

23年12月期第1四半期 △49.28 ―
22年12月期第1四半期 △38.40 ―

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

23年12月期第1四半期 11,614 1,375 9.1 76.10
22年12月期 11,537 2,041 15.1 125.79

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  1,056百万円 22年12月期  1,746百万円

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

22年12月期 ― ― ― 0.00 0.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

5,145 △1.9 △303 ― △349 ― △385 ― △27.79

通期 11,848 △1.4 529 △24.1 460 △21.4 410 △8.0 29.57



(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 
 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、実際の実績は様々な要因に
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、（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご
参照ください。 

4.  その他 （詳細は、〔添付資料〕Ｐ．４「２．その他の情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 13,930,902株 22年12月期  13,930,902株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  43,195株 22年12月期  43,195株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 13,887,707株 22年12月期1Q 13,883,056株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策やアメリカ・アジアへの輸出の復調によ

り一部で回復の兆しが見られましたが、中東・北アフリカ情勢の不安定化により原油価格が上昇基調となったこと

に加え、３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害や首都圏において行われた計画停電、燃料不足によ

る物流の停滞などにより、国民生活や企業活動は大きな影響を受けました。 

 当社グループにおきましては、前第１四半期連結会計期間の天候不順による業績の悪化の反動もあり、各セグメ

ントとも３月上旬までは前年同期を上回る状況で推移しました。また、地元の佐渡高等学校が春の選抜高校野球大

会で春夏を通じて初の甲子園出場を果たすなど、佐渡島内においても明るい雰囲気の中で３月からの観光シーズン

を迎えることとなりました。しかしながら、東北地方太平洋沖地震以降は観光客の予約キャンセルが相次いで発生

し、予定されていた観光イベントやスポーツイベントが中止を余儀なくされるなど、当社グループにとって非常に

厳しい観光シーズンの到来となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は1,959,400千円（前年同期比2.0％減）、営業損失は647,597千円（前年同

期は515,858千円の営業損失）、経常損失は671,592千円（前年同期は544,590千円の経常損失）、四半期純損失は

684,442千円（前年同期は533,040千円の四半期純損失）となりました。  

  

 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  

 当第１四半期連結会計期間の旅客輸送人員は220,536人（前年同期比5.0％減）、自動車航送台数は乗用車換算

で42,156台（前年同期比11.3％増）、貨物輸送トン数は37,272トン（前年同期比29.6％増）となりました。 

 輸送実績は、佐渡島内において行われている総合病院新築工事に伴う資材輸送等により自動車航送及び貨物部

門で前年同期を上回ったものの、旅客輸送部門は東北地方太平洋沖地震の影響により、３月からスタートする予

定であった県外旅行業者による大口団体の旅行が当面の間、催行を見合わせることになった他、首都圏出発を中

心とした旅行ツアーが相次いでキャンセルとなったことから前年同期を下回りました。 

 また、原油価格の上昇により船舶燃料費が前年同期比で増加したことに加え、前年８月に発生したカーフェリ

ー「おおさど丸」の機関故障を受けて、毎年、閑散期に実施している船舶整備・修繕において点検項目等を増や

したことに伴い、船舶修繕費が前年同期比で増加しました。  

 当第１四半期連結会計期間の売上高は1,267,394千円、営業損失は579,149千円となりました。  

② 一般貨物自動車運送  

 貨物運送が堅調に推移したことに加え、佐渡島内において行われている総合病院新築工事に伴う資材輸送があ

ったことから売上高は増加しました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は528,647千円、営業利益は24,094千円となりました。  

③ 売店・飲食  

 閑散期の増収対策として苗場地区で営業している食堂部門が不振であったことに加え、３月からスタートする

予定であった県外旅行業者による大口団体の弁当の予約が東北地方太平洋沖地震発生によりキャンセルとなった

ことや、観光客数の減少により佐渡島内の売店・食堂部門も影響を受け、当セグメントの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195,892千円、営業損失は40,358千円となりました。  

④ 観光 

 旅行部門、観光施設部門、宿泊部門ともに東北地方太平洋沖地震発生以降、観光客が大幅に減少した影響を受

けましたが、前連結会計年度の第３四半期において当セグメントの佐渡汽船観光㈱が同社を存続会社として⑤そ

の他の佐渡汽船コンピューターサービス㈱と合併したことにより、当セグメントの売上高は増加しました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は210,460千円、営業損失は59,799千円となりました。 

⑤ その他  

 前連結会計年度の第３四半期において佐渡汽船コンピューターサービス㈱が合併により消滅会社となったこ

と、また前連結会計年度の第４四半期に佐渡汽船モータース㈱が清算となったことから、その他の売上高は減少

しました。 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は63,462千円、営業損失は2,332千円となりました。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 千円増加し 千円となり

ました。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し 千円となりました。これは運転資金等の借

入れを行ったことにより現金及び現金同等物が 千円増加したこと、当社において前連結会計年度末に未

収消費税等を 千円計上していたものが当第１四半期連結会計期間中に入金になったこと等が主な理由で

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 千円減少し 千円となりまし

た。 

 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 千円増加し 千円とな

りました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し 千円となりました。これは短期借入金が

千円増加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 千円増加し 千円となりました。これは長期借入金が

千円増加したこと、資産除去債務を 千円計上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 千円減少し 千円とな

りました。これは四半期純損失を 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186,485千円、投資活動による資金の減少が154,457千円、財務活動による資金の増加が

699,970千円となり、前連結会計年度末に比べ359,028千円増加し、当第１四半期連結会期間末残高は1,488,262

千円(前年同期比24.5％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186,485千円(前年同期は101,605千円の減少)となりました。これは税金等調整前

四半期純損失が656,620千円で、減価償却費が203,190千円、賞与引当金が113,607千円増加したこと、未収消費

税が107,543千円減少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154,457千円(前年同期は139,633千円の減少)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121,517千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699,970千円(前年同期は53,208千円の増加)となりました。これは短期及び長期

借入金の返済による支出が1,318,317千円発生したものの、短期及び長期借入れによる収入が2,021,400千円あっ

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23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、第２四半期以降の当社グループに与える影響は不確

定要素が多く、現段階ではその金額を合理的に見積ることが困難な状況であり、平成23年２月18日に発表しました

平成23年12月期の業績予想数値は変更しておりません。  

 東北地方太平洋沖地震の影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績予想を修正する必要があると判断

した場合には、速やかに開示いたします。 

77,644 11,614,656

165,032 3,377,596

359,028

117,329

87,388 8,237,060

744,453 10,239,583

263,871 3,763,258

297,250

480,582 6,476,325

430,348 35,049

666,809 1,375,073

684,442
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（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 

  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事項の変更   

  （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

   当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

    これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ249千円増加し、税金等調整前四半期純損失は25,178千円増加

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は34,914千円であります。  

② 表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書）   

      「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。 

  

２．その他の情報
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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１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,886,520 1,476,045

受取手形及び売掛金 586,584 702,787

たな卸資産 609,209 610,590

繰延税金資産 165,879 166,593

その他 132,523 258,746

貸倒引当金 △3,119 △2,197

流動資産合計 3,377,596 3,212,564

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 1,450,178 1,472,670

建物（純額） 3,485,603 3,526,029

土地 1,913,289 1,913,289

その他（純額） 784,642 806,896

有形固定資産合計 7,633,712 7,718,884

無形固定資産   

のれん 111,071 121,837

その他 123,867 119,631

無形固定資産合計 234,938 241,468

投資その他の資産   

投資有価証券 169,848 163,544

破産更生債権等 360,640 360,640

長期前払費用 144,394 142,303

繰延税金資産 547 3,226

その他 53,621 55,023

貸倒引当金 △360,640 △360,640

投資その他の資産合計 368,410 364,096

固定資産合計 8,237,060 8,324,448

資産合計 11,614,656 11,537,012
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 403,473 426,678

短期借入金 845,000 547,750

1年内返済予定の長期借入金 1,849,933 1,874,448

未払法人税等 3,293 15,655

賞与引当金 156,452 42,845

関係会社支援損失引当金 10,265 10,264

その他 494,842 581,746

流動負債合計 3,763,258 3,499,387

固定負債   

長期借入金 5,455,036 5,024,688

退職給付引当金 557,049 544,969

役員退職慰労引当金 20,229 19,223

特別修繕引当金 99,160 88,183

負ののれん 50,690 55,633

資産除去債務 35,049 －

その他 259,112 263,046

固定負債合計 6,476,325 5,995,743

負債合計 10,239,583 9,495,130

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 △348,507 341,220

自己株式 △46,078 △46,078

株主資本合計 1,045,478 1,735,205

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,337 11,724

評価・換算差額等合計 11,337 11,724

新株予約権 15,650 11,737

少数株主持分 302,608 283,215

純資産合計 1,375,073 2,041,882

負債純資産合計 11,614,656 11,537,012
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,000,343 1,959,400

売上原価 2,252,478 2,342,613

売上総損失（△） △252,135 △383,213

販売費及び一般管理費 263,723 264,384

営業損失（△） △515,858 △647,597

営業外収益   

固定資産賃貸料 17,164 19,081

受取利息 1,842 127

受取配当金 118 402

その他 24,601 20,250

営業外収益合計 43,725 39,860

営業外費用   

支払利息 61,157 54,989

固定資産賃貸費用 8,151 5,603

持分法による投資損失 1,535 －

その他 1,614 3,263

営業外費用合計 72,457 63,855

経常損失（△） △544,590 △671,592

特別利益   

固定資産売却益 1,405 29,356

前期損益修正益 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 －

受取保険金 － 13,158

その他 765 305

特別利益合計 44,059 42,819

特別損失   

固定資産売却損 265 －

固定資産除却損 2,998 228

減損損失 － 2,677

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,929

その他 － 13

特別損失合計 3,263 27,847

税金等調整前四半期純損失（△） △503,794 △656,620

法人税、住民税及び事業税 31,674 2,573

法人税等調整額 △12,369 3,393

法人税等合計 19,305 5,966

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △662,586

少数株主利益 9,941 21,856

四半期純損失（△） △533,040 △684,442

佐渡汽船㈱（9176）平成23年12月期　第１四半期決算短信

7



（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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23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（△） △503,794 △656,620

減価償却費 249,868 203,190

減損損失 － 2,677

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90,106 921

持分法による投資損益（△は益） 1,535 －

受取利息及び受取配当金 △1,960 △529

支払利息 61,157 54,989

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,929

売上債権の増減額（△は増加） 321,292 116,205

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,949 1,382

仕入債務の増減額（△は減少） 72,295 △20,934

のれん償却額 4,864 5,823

賞与引当金の増減額（△は減少） 100,617 113,607

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△44,462 13,086

株式報酬費用 － 3,912

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △64,951 10,977

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △1,405 △29,356

有形及び無形固定資産除却損 3,263 228

未収消費税等の増減額（△は増加） △24,592 107,543

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,689 1,262

その他 △78,748 △62,181

小計 133 △108,889

利息及び配当金の受取額 1,960 529

利息の支払額 △75,011 △67,909

法人税等の支払額 △28,687 △10,216

営業活動によるキャッシュ・フロー △101,605 △186,485

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 － △6,950

有形及び無形固定資産の取得による支出 △177,938 △121,517

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,979 30,453

定期預金の預入による支出 △59,931 △110,451

定期預金の払戻による収入 54,043 59,004

短期貸付けによる支出 － △5,000

短期貸付金の回収による収入 40,000 －

長期貸付金の回収による収入 2,264 24

その他 △50 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,633 △154,457

佐渡汽船㈱（9176）平成23年12月期　第１四半期決算短信

8



（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

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 680,000 415,000

短期借入金の返済による支出 △187,982 △117,750

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △617 △639

長期借入れによる収入 502,920 1,606,400

長期借入金の返済による支出 △938,639 △1,200,567

少数株主への配当金の支払額 △2,474 △2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー 53,208 699,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,030 359,028

現金及び現金同等物の期首残高 1,383,328 1,129,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,195,298 1,488,262
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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〕  

前第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 

  

〔所在地別セグメント〕  

 前第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。 

  

〔海外売上高〕  

 前第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。 

  

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

 当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは佐渡島～本土間の海上運送サービスを中心に、佐渡島の基幹産業の一つである観光産業に

付帯するサービスを展開しております。 

 したがって、当社グループはサービス別の「海運」、「一般貨物自動車運送」、「売店・飲食」及び「観

光」の４つを報告セグメントとしております。 

  

（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） 

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 
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 報告セグメントごとのサービスの種類 

  

２．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 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

 （単位：千円）

（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。 

    

３．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） 

  

（追加情報）  

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）

を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

報告セグメント  サービスの種類 

 海運  旅客・自動車・貨物の海上運送サービス 

 一般貨物自動車運送   一般消費者・企業向け貨物輸送、自動車整備サービス 

 売店・飲食  主に観光客を対象とした土産販売、食堂サービス 

 観光  主に観光客を対象とした旅行商品販売・観光案内、観光施設、宿泊サービス

  

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   1,261,514   431,176   191,910   49,921   1,934,521   24,879 1,959,400

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
  5,880   97,471   3,982   160,539   267,872   38,583   306,455

計   1,267,394   528,647   195,892   210,460   2,202,393   63,462 2,265,855

 セグメント利益又は損失(△)   △579,149   24,094   △40,358   △59,799   △655,212   △2,332 △657,544

 利益  金額 

 報告セグメント計   △655,212

 「その他」の区分の利益   △2,332

 セグメント間取引消去   9,947

 四半期連結損益計算書の営業損失   △647,597

（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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