
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 共栄タンカー株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9130 URL http://kyoeitanker.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 加藤 純吉
問合せ先責任者 （役職名） 理事総務部長 （氏名） 宮地 隆之 TEL 03-5216-8931

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 5,326 ― 688 ― 302 ― 167 ―
20年3月期第2四半期 6,348 6.5 605 △36.8 185 △72.9 1,992 390.7

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

21年3月期第2四半期 4.39 ―
20年3月期第2四半期 52.10 ―

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

21年3月期第2四半期 46,253 10,006 21.6 261.65
20年3月期 44,048 9,898 22.5 258.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,006百万円 20年3月期  9,898百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 10,600 △6.3 1,220 40.0 400 181.5 210 △89.3 5.49

4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

（注）詳細は、２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他注記事項 
１．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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、２ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第2四半期  38,250,000株 20年3月期  38,250,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,042株 20年3月期  5,042株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  38,244,958株 20年3月期第2四半期  38,246,562株
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 
 当第２四半期連結会計期間の外航海運業の概況は、ドライバルク部門については 大の牽引役であっ

た中国で北京オリンピックを境に需要の落ち込みが見られ、資源価格の上昇も相俟って大幅且つ急速に

市況が低下しております。一方、タンカー部門については非需要期と言われる夏場も高水準で推移し、

VLCC と石油製品船の市況が夫々かつて無い高水準で推移いたしました。 
 このような状況にあって、当社グループは 10万トン型共有石油製品船と、長期契約の下にあるVLCC
のフル稼働により期初予想を上回る収益を上げることが出来ました。 
 その結果、海運業収益は 27 億 6 千 5 百万円（前年同期比 3 億 5 千 8 百万円減）、営業利益は 3 億 7
千 6 百万円（前年同期比 1 億 3 千 7 百万円増）、経常利益は 1 億 4 千 6 百万円（前年同期比 8 千 4 百万

円増）、四半期純利益は 8 千 5 百万円（前年同期比 18 億 4 千 1 百万円減）となりました。なお、前年

同期末にスポット市場で 2 年間運航しておりました VLCC1 隻の売船がありましたので、前年同期比で

見ますと海運業収益と四半期純利益は大きく減少しております。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ 22 億 5 百万円増加し 462 億 5
千 3 百万円となりました。流動資産は船舶の建造資金に充てるため有価証券及び預金を取崩したこと

により、22 億 8 千万円減少し 38 億 4 千 1 百万円となりました。固定資産は新造船の設備投資の増加

により、44 億 8 千 5 百万円増加し 424 億 1 千 2 百万円となりました。 
 負債の部は、新造船の建造に伴う借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ 20 億 9 千 6 百万円

増加し 362 億 4 千 6 百万円となりました。 
 純資産の部は、繰延ヘッジ損失の減少により、評価・換算差額等が増加したことにより、前連結会計

年度末に比べ 1 億 8 百万円増加し 100 億 6 百万円となりました。 
  
３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間は、前述のとおり全船が順調にフル稼働したことにより、当初の予想を上

回る業績を確保いたしましたが、第３四半期以降は、諸物価高騰の影響による船員費、潤滑油費、修繕

費などの船費の上昇による損益への影響が予想されます。 
 このため、平成 21 年 3 月期（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）の連結業績予想について

は、本年 10 月 29 日の業績予想修正発表時に公表いたしました予想数値に変更はありません。 
＊業績予想の前提：為替レート 100 円/US$ 
 
４．その他 

（１）期中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） 
該当事項はありません。 

 
 （２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

１． 簡便な会計処理 
該当事項はありません。 

    ２．四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用 
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。なお、法人税等調整額は法人税等に

含めて表示しております。 
     
 （３）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 

１． 第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12
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号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表

を作成しております。 
 
２． たな卸資産については、従来、先入先出法に基づく原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号）が

適用されたことに従い、先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による損

益への影響はありません。 
 

３． 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号（平成 18 年 5 月 17 日））を適用しております。

なお、この変更による損益への影響はありません。 
 
（追加情報） 
 役員退職慰労金制度の廃止 

 当社は前期に関わる定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び退職慰労金

打ち切り支給を決議したことに伴い、同日以降についての引当金計上を中止しました。こ

れに伴い、役員退職慰労金 168 百万円は長期未払金（その他固定負債）に振替えておりま

す。 
      また、前期まで役員退職慰労金に含めて表示しておりました理事の退職引当金 26 百万円

は、第１四半期連結会計期間より退職給付引当金に含めて表示しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,726,903 1,896,996

海運業未収金 39,092 134,964

短期貸付金 269,819 278,425

立替金 113,920 102,306

有価証券 1,249,168 3,146,655

貯蔵品 233,733 237,823

繰延及び前払費用 20,792 22,136

未収還付法人税等 － 56,763

その他流動資産 189,573 246,914

貸倒引当金 △1,404 △1,323

流動資産合計 3,841,598 6,121,662

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 34,949,465 32,209,359

建物（純額） 22,406 23,653

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 5,455,754 3,648,536

その他有形固定資産（純額） 10,598 10,288

有形固定資産合計 40,486,197 35,939,809

無形固定資産 7,332 8,666

投資その他の資産   

投資有価証券 1,709,222 1,730,027

その他長期資産 209,252 247,970

投資その他の資産合計 1,918,474 1,977,998

固定資産合計 42,412,004 37,926,474

資産合計 46,253,603 44,048,136

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 149,872 378,338

短期借入金 3,606,560 3,566,124

未払費用 51,973 69,767

未払法人税等 197,346 －

繰延税金負債 202,051 263,169

賞与引当金 63,631 78,684

役員賞与引当金 7,085 16,670

その他流動負債 383,896 216,492

流動負債合計 4,662,417 4,589,246
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 28,841,998 26,800,444

繰延税金負債 998,389 926,919

退職給付引当金 521,458 505,850

役員退職慰労引当金 － 255,291

特別修繕引当金 438,481 260,411

その他固定負債 783,979 811,741

固定負債合計 31,584,307 29,560,659

負債合計 36,246,724 34,149,906

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,850,000 2,850,000

資本剰余金 518,694 518,694

利益剰余金 6,394,363 6,379,356

自己株式 △1,635 △1,635

株主資本合計 9,761,422 9,746,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 620,919 633,258

繰延ヘッジ損益 △375,462 △481,444

評価・換算差額等合計 245,457 151,814

純資産合計 10,006,879 9,898,230

負債純資産合計 46,253,603 44,048,136
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

海運業収益 5,326,046

海運業費用 4,243,277

海運業利益 1,082,769

一般管理費 394,548

営業利益 688,220

営業外収益  

受取利息及び配当金 46,051

その他営業外収益 13,898

営業外収益合計 59,950

営業外費用  

支払利息 412,135

持分法による投資損失 21,703

その他営業外費用 11,877

営業外費用合計 445,717

経常利益 302,452

税金等調整前四半期純利益 302,452

法人税等 134,466

四半期純利益 167,985
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

海運業収益 2,765,229

海運業費用 2,187,440

海運業利益 577,788

一般管理費 201,504

営業利益 376,283

営業外収益  

受取利息及び配当金 6,723

その他営業外収益 679

営業外収益合計 7,403

営業外費用  

支払利息 212,289

持分法による投資損失 16,049

その他営業外費用 8,461

営業外費用合計 236,800

経常利益 146,886

税金等調整前四半期純利益 146,886

法人税等 60,899

四半期純利益 85,986
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30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利益 302,452

減価償却費 1,550,011

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △255,291

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 178,070

受取利息及び受取配当金 △46,051

支払利息 412,135

持分法による投資損益（△は益） 21,703

売上債権の増減額（△は増加） 95,872

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,089

仕入債務の増減額（△は減少） △228,466

その他 351,470

小計 2,401,605

利息及び配当金の受取額 46,000

利息の支払額 △414,938

法人税等の支払額 △3,364

法人税等の還付額 59,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,088,918

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の運用の増減額（純額） 1,497,970

有形固定資産の取得による支出 △6,095,065

貸付けによる支出 △15,500

貸付金の回収による収入 2,402

保険積立金の払戻による収入 29,399

その他 6,461

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,574,330

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 3,697,000

長期借入金の返済による支出 △1,615,010

配当金の支払額 △152,045

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,929,944

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △569,607

現金及び現金同等物の期首残高 2,346,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,777,247
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（４）継続企業の前提に関する注記

　 　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

　［事業の種類別セグメント情報]

　　当社及び連結子会社は単一種類の事業（外航海運業）を営んでいるため、事業の種類別セグメントの記載は

　省略しております。

　［所在地別セグメント情報]

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

日本
(百万円)

中南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社(百万円)

連結
(百万円)

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 5,072 253 5,326 -            5,326

（２）セグメント間の内部売上高 279 3,491 3,770 △ 3,770 -            

　　　　　計 5,352 3,744 9,096 △ 3,770 5,326

　　　営業利益 352 336 688 -            688

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

日本
(百万円)

中南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社(百万円)

連結
(百万円)

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 2,637 127 2,765 -            2,765

（２）セグメント間の内部売上高 139 1,803 1,943 △ 1,943 -            

　　　　　計 2,777 1,931 4,708 △ 1,943 2,765

　　　営業利益 194 181 376 -            376

　［海外売上高]

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

中近東 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,097 178 5,275

Ⅱ　連結売上高（百万円） -            -            5,326

Ⅲ　連結売上高に占める海外
　　 売上高の割合（％）

95.7 3.4 99.1
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　　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

中近東 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,591 145 2,737

Ⅱ　連結売上高（百万円） -            -            2,765

Ⅲ　連結売上高に占める海外
　　 売上高の割合（％）

93.7 5.3 99.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　 　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　前第２四半期連結累計期間（平成19年4月1日～9月30日）

（単位：百万円）

前年同四半期

科目 (平成20年３月期

第２四半期）

金額

Ⅰ 海運業収益 6,348

Ⅱ 海運業費用 5,337

海運業利益 1,011

Ⅲ 一般管理費 405

営業利益 605

Ⅳ 営業外収益

受取利息・配当金 36

その他 6

営業外収益計 43

Ⅴ 営業外費用

支払利息 367

持分法による投資損失 76

その他 18

営業外費用計 462

経常利益 185

Ⅵ 特別利益

土地売却益 5

船舶売却益 3,246

特別修繕引当金取崩額 21

特別利益計 3,272

Ⅶ 特別損失

特別修繕引当金繰入額 83

特別損失計 83

税金等調整前四半期純利益 3,374

法人税等合計 1,382

四半期純利益 1,992
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　前第２四半期連結累計期間（平成19年4月1日～9月30日）

（単位：百万円）

前年同四半期

(平成20年３月期

第２四半期）

区分 金額

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 3,374

減価償却費 1,391

退職給付引当金増減額 △ 37

役員退職慰労引当金増減額 23

特別修繕引当金増減額 290

受取利息及び受取配当金 △ 36

支払利息 367

持分法投資損益 76

固定資産売却益（△） △ 3,251

売上債権の増減額 226

棚卸資産の増減額 133

仕入債務の増減額 △ 430

その他 40

小計 2,169

利息及び配当金等の受取額 36

利息の支払額 △ 368

法人税等の支払額 △ 232

営業活動によるキャッシュ・フロー 1604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 2,393

投資有価証券の売却による収入 99

有形固定資産の取得による支出 △ 1,093

有形固定資産の売却による収入 3,925

貸付による支出 △ 12

貸付金の回収による収入 2

その他 49

投資活動によるキャッシュ・フロー 577

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 1,376

長期借入による収入 1,211

配当金の支払額 △ 152

その他 △ 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 319

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1

現金及び現金同等物の増減額 1,861

現金及び現金同等物の期首残高 1,554

現金及び現金同等物の期末残高 3,415
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