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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 8,034 ― 951 ― 317 ― 169 ―
20年3月期第3四半期 8,837 △2.9 799 △46.1 250 △76.5 2,016 241.6

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3四半期 4.44 ―
20年3月期第3四半期 52.72 ―

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3四半期 45,662 9,189 20.1 240.29
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3四半期  9,189百万円 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  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

通期 10,600 △6.3 1,120 28.5 300 111.1 160 △91.8 4.18

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  有  

（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．「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）を第１四半期よ
り適用しております。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。  

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3四半期  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3四半期  5,342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3四半期  38,244,883株 20年3月期第3四半期  38,246,245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３四半期連結累計期間（平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日）の世界経済は、9 月以降

米国発の金融不安に端を発した世界的な金融危機が実体経済の急激な下落をも招き、世界恐慌とも言わ

れる世界同時不況の様相を呈しております。 
わが国経済も世界同時株安に連れての株価の暴落、米ドル急落に伴う急激な円高などの影響により輸

出産業を中心に急速な減速感が広がっております。 
この様な状況にあって、当社グループは大型油槽船の長期貸船契約を主体に市況変動の影響を直接受

けることなく、支配船腹全船がフル稼働いたしました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、海運業収益 80 億 3 千 4 百万円（前年同期比 8 億 3

百万円減）、営業利益 9 億 5 千 1 百万円（前年同期比 1 億 5 千 2 百万円増）、経常利益 3 億 1 千 7 百万

円（前年同期比 6 千 7 百万円増）、四半期純利益 1 億 6 千 9 百万円（前年同期比 18 億 4 千 6 百万円減）

となりました。 
前年第 2 四半期に売船した VLCC の運賃計上が無くなったことから海運業収益が大きく減少してい

るものの、新造プロダクト船を加えた全船のフル稼働により、営業利益ならびに経常利益では増益とな

りました。また、船舶売却益の特別利益への計上が無くなっていることから四半期純利益は大幅に減少

しております。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 
 当第 3 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 16 億１千３百万円増加し 456
億 6 千２百万円となりました。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、27 億９千５百万円減少し 33 億２千６百万円となりました。固定資産は新造船の設備投資

の増加により、44 億９百万円増加し 423 億３千５百万円となりました。 
 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 23 億２千２百万円

増加し 364 億７千２百万円となりました。 
 純資産の部は、繰延ヘッジ損失の増加により、評価・換算差額等が減少したことにより、前連結会計

年度末に比べ７億８百万円減少し 91 億８千９百万円となりました。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 
 通期業績予想につきましては、昨年来の株価下落による年金資産評価損の増加が見込まれること、ま

た為替円高の影響（第 4 四半期の前提 1 ドル 90 円）等もあって、売上高 106 億円は変更ありませんが、

営業利益 11 億 2 千万円、経常利益 3 億円、当期純利益 1 億 6 千万円に、それぞれ下方修正いたします。 
修正の詳細につきましては、本日付にて発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照下さい。 
 
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３四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 
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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
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 28 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,699,776 1,896,996

海運業未収金 15,444 134,964

短期貸付金 265,086 278,425

立替金 125,521 102,306

有価証券 749,187 3,146,655

貯蔵品 279,307 237,823

繰延及び前払費用 19,420 22,136

未収還付法人税等 － 56,763

その他流動資産 173,818 246,914

貸倒引当金 △1,232 △1,323

流動資産合計 3,326,329 6,121,662

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 34,151,132 32,209,359

建物（純額） 23,434 23,653

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 6,601,993 3,648,536

その他有形固定資産（純額） 11,534 10,288

有形固定資産合計 40,836,067 35,939,809

無形固定資産 7,236 8,666

投資その他の資産   

投資有価証券 1,274,882 1,730,027

その他長期資産 217,555 247,970

投資その他の資産合計 1,492,438 1,977,998

固定資産合計 42,335,741 37,926,474

資産合計 45,662,071 44,048,136

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 247,339 378,338

短期借入金 5,061,778 3,566,124

未払費用 70,495 69,767

未払法人税等 200,591 －

繰延税金負債 122,162 263,169

賞与引当金 20,726 78,684

役員賞与引当金 10,627 16,670

その他流動負債 405,665 216,492

流動負債合計 6,139,385 4,589,246
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 27,111,275 26,800,444

繰延税金負債 455,535 926,919

退職給付引当金 548,741 505,850

役員退職慰労引当金 － 255,291

特別修繕引当金 533,516 260,411

その他固定負債 1,683,762 811,741

固定負債合計 30,332,830 29,560,659

負債合計 36,472,216 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 6,396,253 6,379,356

自己株式 △1,696 △1,635

株主資本合計 9,763,252 9,746,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 363,312 633,258

繰延ヘッジ損益 △936,710 △481,444

評価・換算差額等合計 △573,397 151,814

純資産合計 9,189,854 9,898,230

負債純資産合計 45,662,071 44,048,136
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

海運業収益 8,034,835

海運業費用 6,466,869

海運業利益 1,567,966

一般管理費 616,885

営業利益 951,080

営業外収益  

受取利息及び配当金 61,218

その他営業外収益 19,513

営業外収益合計 80,731

営業外費用  

支払利息 618,020

持分法による投資損失 33,735

その他営業外費用 62,612

営業外費用合計 714,368

経常利益 317,443

税金等調整前四半期純利益 317,443

法人税等 147,566

四半期純利益 169,876
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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利益 317,443

減価償却費 2,349,967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,891

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） 273,105

受取利息及び受取配当金 △61,218

支払利息 618,020

持分法による投資損益（△は益） 33,735

売上債権の増減額（△は増加） 119,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,484

仕入債務の増減額（△は減少） △130,998

その他 342,601

小計 3,608,292

利息及び配当金の受取額 61,036

利息の支払額 △621,715

法人税等の支払額 △72,168

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 3,035,059

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） 1,998,004

有形固定資産の取得による支出 △7,244,194

貸付けによる支出 △24,000

貸付金の回収による収入 3,603

保険積立金の払戻による収入 29,399

その他 △2,441

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,239,628

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 4,264,000

長期借入金の返済による支出 △2,457,515

配当金の支払額 △152,322

その他 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,654,101

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △596,683

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 1,750,171

共栄タンカー㈱(9130) 平成21年3月期　第3四半期決算短信

7



　　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」に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。

（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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 7,655 379 8,034 -          8,034

（２）セグメント間の内部売上高 423 5,275 5,699 △ 5,699 -          

　　　　　計 8,079 5,655 13,734 △ 5,699 8,034

　　　営業利益 506 444 951 -          951

　［海外売上高]

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

中近東 その他 計

Ⅰ　海外売上高（円） 7,632 319 7,952

Ⅱ　連結売上高（円） -          -          8,034

Ⅲ　連結売上高に占める海外
　　 売上高の割合（％）

95.0 4.0 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３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日）

（単位：百万円）

前年同四半期

科目 (平成20年３月期

第3四半期）

金額

Ⅰ 海運業収益 8,837

Ⅱ 海運業費用 7,420

海運業利益 1,416

Ⅲ 一般管理費 617

営業利益 799

Ⅳ 営業外収益

受取利息・配当金 55

その他 15

営業外収益計 71

Ⅴ 営業外費用

支払利息 539

持分法による投資損失 55

その他 24

営業外費用計 619

経常利益 250

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 3,439

法人税等合計 1,423

四半期純利益 2,016
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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３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日）

（単位：百万円）

前年同四半期

(平成20年３月期

第3四半期）

区分 金額

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,439

減価償却費 2,061

退職給付引当金増減額 △ 26

役員退職慰労引当金増減額 35

特別修繕引当金増減額 168

受取利息及び受取配当金 △ 55

支払利息 539

持分法投資損益 55

固定資産売却益（△） △ 3,251

売上債権の増減額 257

棚卸資産の増減額 165

仕入債務の増減額 △ 404

その他 △ 22

小計 2,962

利息及び配当金等の受取額 55

利息の支払額 △ 542

法人税等の支払額 △ 433

営業活動によるキャッシュ・フロー 2042

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 △ 2,398

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 △ 2,246

有形固定資産の売却による収入 3,925

貸付による支出 △ 29

貸付金の回収による収入 3

その他 237

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 407

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 △ 2,065

長期借入による収入 2,142

配当金の支払額 △ 153

その他 △ 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 76

現金及び現金同等物に係る換算差額 3

現金及び現金同等物の増減額 1,560

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 3,115
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