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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第1四半期 1,816 △2.7 △813 ― △830 ― △830 ―
24年12月期第1四半期 1,867 △4.7 △774 ― △798 ― △771 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △850百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 △783百万円 （―％）

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

25年12月期第1四半期 △59.64 ―
24年12月期第1四半期 △55.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 11,453 1,923 13.4
24年12月期 11,441 2,802 20.9
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  1,530百万円 24年12月期  2,386百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年12月期 ― ― ― 1.50 1.50
25年12月期 ―
25年12月期（予想） ― ― 1.50 1.50

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 12,516 6.9 241 △44.0 192 △53.8 132 △64.0 9.48



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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記
載の予想数値と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「１．当四半期決算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」をご参照ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 13,969,402 株 24年12月期 13,969,402 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 47,308 株 24年12月期 47,308 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 13,922,094 株 24年12月期1Q 13,887,345 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 業績の状況 

 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長期化する欧州債務危機問題による海外景気の減速や日中関

係の悪化等、依然として先行き不透明な状況で推移しました。一方、平成24年12月の政権交代後における、いわゆ

るアベノミクスや日銀の金融緩和に伴う円安や株高の進行により、景気回復への期待感が高まっております。 

 当社グループにおきましては、当第１四半期連結累計期間は冬型の気圧配置による強い寒気の影響を受け、海上

が荒れた天気になることが多く、欠航が相次いだことによる輸送量の減少に加え、急激な円安進行による原油の輸

入価格高騰に伴う燃料費の増加により、業績は前年同期を下回る結果となりました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円（前年同

期は 千円の営業損失）、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常損失）、四半期純損失は

千円（前年同期は 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。  

  

ア．海運  

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

台（前年同期比 ％減）、貨物輸送トン数は トン（前年同期比 ％増）となりました。 

 輸送実績は、荒天による欠航が相次いだため、旅客、航送部門について前年同期を下回りました。一方、貨物部

門については佐渡産米輸送の増加や、佐渡島内での総合体育館建設工事に伴う資材輸送の発生により増加となりま

した。また、原油の輸入価格の上昇に伴い船舶燃料費が前年同期を大きく上回りました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％減）、セグメント損失（営業損失）は

千円（前年同期は 千円のセグメント損失（営業損失））となりました。  

イ．一般貨物自動車運送  

 佐渡産米の輸送について、前年同期は輸送ルートが変更されたことにより減少しておりましたが、当第１四半期

連結累計期間は営業努力により、これが回復傾向にあることから売上高は微増となりました。一方、原油の輸入価

格の上昇に伴い燃料費が増加したため、セグメント損失（営業損失）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％増）、セグメント損失（営業損失）は

千円（前年同期は 千円のセグメント損失（営業損失））となりました。 

ウ．売店・飲食 

 当第１四半期連結累計期間は、当セグメントに前連結会計年度の期末日をみなし取得日として連結範囲に含め

た、小木観光㈱の業績が加わりましたが、佐渡汽船商事㈱において、両津港ターミナルで行われている耐震改修工

事に伴い、同箇所における食堂の休業を余儀なくされていることもあり売上高は減少しました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％減）、セグメント損失（営業損失）は

千円（前年同期は 千円のセグメント損失（営業損失））となりました。  

エ．観光 

 荒天による欠航が相次いだこともあり、個人客を中心とした観光客やビジネス客が大きく減少したため、売上高

は減少しました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％減）、セグメント損失（営業損失）は

千円（前年同期は 千円のセグメント損失（営業損失））となりました。 

オ．その他 

 当第１四半期連結累計期間は、不動産賃貸業の両津南埠頭ビル㈱が、前連結会計年度の第４四半期に両津港南埠

頭駐車場管理㈱を吸収合併したことにより業績が前年同期を上回っております。また、建物サービス業において、

施設管理収入が好調に推移したこともあり、売上高は大幅に増加しました。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％増）、セグメント利益（営業利益）は

千円（前年同期は 千円のセグメント損失（営業損失））となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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 千円減少し 千円となりました。これは、季節的な要因によ

り、受取手形及び売掛金が 千円減少したことが主な要因であります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,816,036 2.7 813,671

774,751 830,466 798,741

830,364 771,401

222,130 1.2

37,742 4.8 27,414 4.6

1,157,690 4.2

705,119 688,309

389,255 1.7

20,856 20,675

181,917 8.2

43,728 28,587

40,208 14.4

51,380 40,716

46,966 50.6 672

4,785

12,502 11,453,816

73,214 3,275,539

77,932
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 固定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、有形固定資産が

千円、投資その他の資産が 千円増加したことが主な要因であります。 

 当連結会計年度末の負債合計は、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、１年内返済予定の

長期借入金が 千円減少したものの、支払手形及び買掛金が 千円、賞与引当金が 千円、それ

ぞれ増加したこと等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。社債が 千円増加し

たことが主な要因であります。 

 当連結会計年度末の純資産合計は、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、 千円の四半期純損失を計上し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25年２月15日に公表いたしました業績予想（連結・個別）を平成25年５月８日に修正しております。   

修正理由等につきましては、平成25年５月８日付「平成25年12月期通期（連結・個別）の業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。   

   

66,012 8,155,230

43,653 25,275

891,860 9,530,400

251,114 4,042,565

179,491 215,141 114,142

640,746 5,487,835 602,000

879,358 1,923,416

830,364
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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）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,865,803 1,842,074

受取手形及び売掛金 600,715 522,783

たな卸資産 605,107 632,305

繰延税金資産 72,223 46,660

その他 209,808 239,534

貸倒引当金 △4,903 △7,817

流動資産合計 3,348,753 3,275,539

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 1,186,439 1,183,486

建物（純額） 3,394,116 3,346,279

土地 1,917,804 1,917,804

その他（純額） 821,081 915,525

有形固定資産合計 7,319,441 7,363,094

無形固定資産   

のれん 48,410 39,213

その他 290,617 296,898

無形固定資産合計 339,027 336,111

投資その他の資産   

投資有価証券 159,096 165,258

長期前払費用 209,674 227,453

繰延税金資産 479 547

その他 61,526 62,792

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 430,750 456,025

固定資産合計 8,089,218 8,155,230

繰延資産   

社債発行費 3,343 23,047

繰延資産合計 3,343 23,047

資産合計 11,441,314 11,453,816
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 355,999 571,140

短期借入金 484,000 524,000

1年内返済予定の長期借入金 2,150,316 1,970,825

未払法人税等 13,936 3,826

賞与引当金 37,889 152,031

その他 749,311 820,743

流動負債合計 3,791,451 4,042,565

固定負債   

社債 250,000 852,000

長期借入金 3,603,185 3,631,465

退職給付引当金 699,200 697,508

役員退職慰労引当金 35,210 37,713

特別修繕引当金 80,020 92,899

負ののれん 16,095 12,509

資産除去債務 36,010 36,151

その他 127,369 127,590

固定負債合計 4,847,089 5,487,835

負債合計 8,638,540 9,530,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 805,797 805,797

資本剰余金 643,654 643,654

利益剰余金 976,448 116,939

自己株式 △51,398 △51,398

株主資本合計 2,374,501 1,514,992

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,795 16,005

その他の包括利益累計額合計 11,795 16,005

新株予約権 29,194 32,220

少数株主持分 387,284 360,199

純資産合計 2,802,774 1,923,416

負債純資産合計 11,441,314 11,453,816
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（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 1,867,240 1,816,036

売上原価 2,376,705 2,380,872

売上総損失（△） △509,465 △564,836

販売費及び一般管理費 265,286 248,835

営業損失（△） △774,751 △813,671

営業外収益   

固定資産賃貸料 19,008 19,224

受取利息 169 146

受取配当金 255 478

その他 14,396 10,966

営業外収益合計 33,828 30,814

営業外費用   

支払利息 48,444 39,284

固定資産賃貸費用 5,182 4,650

その他 4,192 3,675

営業外費用合計 57,818 47,609

経常損失（△） △798,741 △830,466

特別利益   

固定資産売却益 7,192 4,514

その他 375 －

特別利益合計 7,567 4,514

特別損失   

固定資産除却損 268 1,133

その他 3 －

特別損失合計 271 1,133

税金等調整前四半期純損失（△） △791,444 △827,085

法人税、住民税及び事業税 2,178 3,214

法人税等調整額 △7,735 24,784

法人税等合計 △5,557 27,998

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △785,887 △855,083

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,486 △24,719

四半期純損失（△） △771,401 △830,364
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △785,887 △855,083

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,177 4,318

その他の包括利益合計 2,177 4,318

四半期包括利益 △783,710 △850,765

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △769,558 △826,154

少数株主に係る四半期包括利益 △14,152 △24,611
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

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）

（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） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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   1,208,109   382,916   198,061   46,959   1,836,045   31,195 1,867,240

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
  6,125   81,874   5,391   155,875   249,265   39,999   289,264

計   1,214,234   464,790   203,452   202,834   2,085,310   71,194 2,156,504

 セグメント損失(△)   △688,309   △20,675   △28,587   △40,716   △778,287   △4,785 △783,072

 利益  金額 

 報告セグメント計   △778,287

 「その他」の区分の利益   △4,785

 セグメント間取引消去   8,321

 四半期連結損益計算書の営業損失   △774,751
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

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）

（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） 

  

   

   

該当事項はありません。   

   

   

  

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   1,157,690   389,255   181,917   40,208   1,769,070   46,966 1,816,036

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
  497   77,837   5,263   101,544   185,141   40,761   225,902

計   1,158,187   467,092   187,180   141,752   1,954,211   87,727 2,041,938

 セグメント利益又は 

        損失(△) 
  △705,119   △20,856   △43,728   △51,380   △821,083   672 △820,411

 利益  金額 

 報告セグメント計   △821,083

 「その他」の区分の利益   672

 セグメント間取引消去   6,740

 四半期連結損益計算書の営業損失   △813,671

（５）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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