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①当期の経営成績 
 当期における我が国経済は、期初は好調な輸出、積極的な設備投資、底堅い個人消費を背景に、
景気は引続き緩やかな拡大傾向を見せたものの、資源価格の高騰に加え、秋以降は米国発の世界的な金
融危機の影響が経済環境を急速に悪化させ、日本経済においても設備投資や個人消費の冷え込み、雇用
環境の悪化など急速に景気後退基調に転じました。 
 内航海運におきましては、主要荷主である鉄鋼メーカーは上期は自動車・造船の好調さに支えられま
したが、下期は過去に例を見ない鉄鋼需要の急速な落ち込みにより、粗鋼生産量は１億550万トンと前
期に比べ大幅な減少となりました。一方、セメントメーカーは、景気悪化の影響で建築着工が低迷し、
前期を下回る6,588万トンのセメント生産量となりました。 
 内航市況は鉄鋼関連を始め前半は堅調に推移しましたが、後半から大幅に輸送需要が減退し一気に船
腹過剰の状況に陥り、その結果採算面では大幅な減益となりました。 
 このような状況のもと、当社は運航効率の維持・向上を図り、急減した貨物に対応し適正な船腹量へ
の調整を行い、適正運賃の確保を目指し更なる諸経費の削減に努めた結果、当期の連結売上高は172億
65百万円（前期比3.4％減）、連結営業利益３億69百万円（前期比76.4％減）、連結経常利益３億22百
万円（前期比79.2％減）、連結当期純利益は２億44百万円（前期比72.9％減）となりました。 
各部門の概況は次のとおりであります。 
  
専用船部門 
 鉄鋼およびセメント向け石灰石専用船は、上期は鉄鋼の高い生産レベルにより順調に稼働しました
が、下期に入り鉄鋼の急激な減産に伴い稼働が大幅に低下しました。セメント専用船は国内需要低迷か
ら低稼働で推移しました。電力向け専用船（炭酸カルシウム・フライアッシュ）は、上期は石炭火力発
電所の高稼働に伴い順調に稼働しましたが、下期は若干稼働が低下しました。また、多目的専用船のプ
ッシャーバージも低調な稼働となりました。 
  
一般船部門 
 鉄鋼関連貨物である鋼材輸送は、上期は引続き堅調な需要に支えられ前年同期を上回る高水準で推移
しましたが、下期は金融危機の影響が実体経済にも急速に波及し、鉄鋼生産は大幅な減産となり鋼材輸
送量は激減しました。また、原料輸送については、上期は鉄鋼副原料やコークスの旺盛な需要を受け
て、大型船を含む一般船は順調な稼働となりましたが、下期は同様に鉄鋼メーカーの減産の影響を受け
て輸送量が減少致しました。 
  
 一般元請貨物につきましては、電力関連のバラ積貨物輸送や造船関連部材輸送を中心に堅調に推移し
ました。さらに、プラント等新規貨物の獲得も輸送量の増加に寄与しました。その他一般貨物マーケッ
トは、上期は用船料の値上がり、燃料油価格の高騰と旺盛な輸送需要により市況運賃は強含みに推移し
ましたが、下期は輸送需要激減により運賃市況は低迷しました。 
  
 以上、当期の専用船部門および一般船部門を合わせ全体としては、上期は順調に稼働し、鉄鋼原料や
鋼材を中心に売上げを伸ばしましたが、下期に入り、鉄鋼メーカー減産の影響を受け、輸送量、売上と
も大幅に低下しました。また、用船料の値上がり、燃料油の高騰等によるコスト上昇を適正運賃で確保
いたしましたが、下期後半の運航効率の悪化が収益面を圧迫し前期に対し大幅な減収減益となりまし
た。 
  
②次期の見通し 
 次期の見通しにつきましては、昨年秋の米国に端を発した世界同時経済恐慌により未曾有の不況状態
に陥っている中、当社主力荷主である鉄鋼業界を始めとする基幹産業における不況の長期化が懸念され
る状況であります。 
 このような状況のもと、当社グループは、引き続き新規顧客・航路の獲得による収益の拡大を目指す
とともに、より一層の運航効率の向上と諸経費の節減に努めてまいります。 
  通期の業績予想といたしましては、売上高132億円、営業利益３億50百万円、経常利益２億80百万
円、当期純利益１億40百万円としています。 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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① 資産、負債および純資産の状況 
（イ） 資産 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べ2.0％減少し、63億53百万円となりました。これは主として営
業未収金、たな卸資産が減少したこと等によるものであります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べ19.0％増加し51億74百万円となりました。これは主として船舶
が15億31百万円増加したことによるものであります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ6.4％増加し、115億27百万円となりました。 
  
（ロ） 負債 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べ8.1％減少し、49億51百万円となりました。これは主として営
業未払金が減少したこと等によるものであります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べ147.3％増加し、21億28百万円となりました。これは主として
長期借入金が13億48百万円増加したことによるものであります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ13.3％増加し70億79百万円となりました。 
  
（ハ） 純資産 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2.8％減少し、44億47百万円となりました。これは主として
その他有価証券評価差額金が1億64百万円減少したことによるものであります。 
  
② キャッシュ・フローの状況 
  当連結会計年度末における現金及び現金同等物期末残高は、前連結会計年度末に比べ17億18百万円増
加し、23億80百万円となりました。 当連結会計年度における主なキャッシュ・フローの状況は次の通
りであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動によるキャッシュ・フローは18億23百万円の収入となり、前年同期比7億21百万円増加しま
した。これは主として税金等調整前当期純利益が10億63百万円および営業債務の減少による支出が前年
同期比6億79百万円減少し、一方営業債権の減少による収入が前年同期比20億10百万円増加したことお
よび法人税等の支出が前年同期比2億91百万円減少したことによるものであります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、18億22百万円の支出となり、前年同期比４億86百万円減少し
ました。これは主として船舶の取得による支出の増加によるものであります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、17億92百万円の収入となりました。これは主として長期借入
の実施による16億40百万円および短期借入金の純増加額１億円による収入によるものであります。 
  
 次期の見通しにつきましては、きめ細やかな資産管理に努め、有利子負債の削減をはかります。 
減価償却費は６億54百万円、有利子負債残高は47億23百万円を見込んでいます。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 １．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 
 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しています。 
 ３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ 
     ーを使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支 
     払っているすべての負債(リース債務を除く）を対象としています。 
   また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 
  

当社は海運市況の変動に耐え得る企業体質の強化ならびに将来の事業展開に備えるための内部留保の
充実などを総合的に勘案し、株主の皆様への適切な利益還元のために安定した配当を継続していくこと
を基本方針としております。 
 なお、当連結会計年度の期末配当金につきましては、本年１月30日に配当予想の修正として公表しま
したとおり、１株当たり普通配当５円といたします。 
 次期（平成22年３月期）の配当金につきましては、今後の景気動向および事業展開を勘案し、１株当
たり普通配当５円を予定しております。 

  

  

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年3月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(%) 37.5 35.6 40.1 42.2 38.5

時価ベースの自己資本比率(%) 48.9 39.0 54.6 36.8 20.5

キャッシュ・フロー対有利子負
債比率(年) 3.8 7.2 6.2 2.7 2.7

インタレスト・カバレッジ・レ
シオ(倍) 10.7 8.0 8.0 21.7 23.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社は、新和海運㈱の子会社（議決権比率56.04% ）として、同社の企業集団に属しております。当社を中
心とする企業集団は、当社および関係会社５社により構成されており、主として国内の運送に係わる業に従
事しております。 
 各社の営む主たる事業は次のとおりであります。 

 
    事業の系統は次のとおりであります。 

2. 企業集団の状況

セグメント 区分 主要な事業 会社名 連結対象 摘要

海上運送業
海運業

内航

内航海運業 当社 ─ ─

内航海運業 協和汽船㈱ 連結 子会社

内航船舶貸渡業 ㈱海輸社 連結 子会社

外航
外航海運業 新和海運㈱ ─ 親会社

外航船舶貸渡業 GOLDEN MERIT 
ENTERPRISES LTD 連結 子会社

港湾運送業他 港湾運送業、陸運業 尻屋運輸㈱ 連結 子会社

陸運業他 陸運業、石油基地管理 協燃運輸㈱ 連結 子会社
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上記の各項目につきましては、それぞれ平成19年３月期決算短信（平成19年５月10日開示）により開
示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 
 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
（当社ホームページ） 
http://www.shinwa-naikokaiun.co.jp/zaimu/index.html 
（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ） 
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
  

昨年秋の米国に端を発した世界同時経済恐慌により未曾有の不況状態に陥っている中、今後の我が国
の経済は一部省エネルギー関連事業の需要回復が見込めるものの、鉄鋼を始めとする基幹産業における
不況の長期化が懸念される状況となっています。 
 内航海運業界の現状につきましては、貨物輸送量の激減による余剰船腹の解撤にともない内航海運存
立の危機に面しており、熟練船員の離職および若年船員の採用中止等が将来の船員不足を助長する可能
性があること、また、船舶建造を控える傾向が強まり造船所の統廃合による減少が予想されること等、
船腹供給能力の低下が中長期的に亘る構造的な問題となっています。 
 かかる状況のもと当社グループは、コストのみならず乗組員の質の向上も含めた競争力ある船隊の一
層の充実を図ってまいります。また、社会の一員として当然に取り組むべき課題として、万全なる環境
対策と安全運航管理体制の構築に向け、以下の項目に積極的な取り組みを継続していきます。 
  
①安全意識の向上に努め、訪船活動の強化等を通じ、より一層の船舶の安全運航を推進し、CO2 
 排出低減のため燃料消費量削減等、環境面においても積極的に取り組みます。 
②国内物流の構造改革を視野に入れ、顧客のニーズに機敏に応えるべく対応してまいります。 
③営業部門の強化を図り、新規顧客・航路の開拓等営業開発に努め、収益の拡大を目指します。 
④長期的な競争力維持のための重要課題として、次世代の人材育成について、海陸共に今後とも努 
 めてまいります。 
  

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上の重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 
流動資産 
現金及び預金 692,252 2,450,999 
受取手形及び営業未収金 5,178,547 3,326,490 
短期貸付金 － 15,740 
たな卸資産 226,357 112,244 
未収消費税等 － 114,334 
前払費用 183,704 200,778 
繰延税金資産 80,824 43,653 
その他流動資産 120,390 89,705 
貸倒引当金 △864 △748 
流動資産合計 6,481,212 6,353,197 

固定資産 
有形固定資産 
船舶（純額） 2,094,455 3,626,421 
土地 93,444 93,267 
リース資産 － 39,225 
建設仮勘定 1,023,021 595,502 
その他有形固定資産（純額） 113,738 79,956 
有形固定資産合計 3,324,659 4,434,373 

無形固定資産 
ソフトウエア 15,796 13,088 
電話加入権 4,809 4,809 
無形固定資産合計 20,606 17,898 

投資その他の資産 
投資有価証券 671,643 365,018 
長期貸付金 1,886 1,364 
長期前払費用 141 119 
繰延税金資産 162,844 183,041 
その他長期資産 168,586 175,030 
貸倒引当金 △2,483 △2,483 
投資その他の資産合計 1,002,618 722,090 

固定資産合計 4,347,884 5,174,362 
資産合計 10,829,097 11,527,559 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 
流動負債 
支払手形及び営業未払金 1,948,430 1,217,814 
短期借入金 2,275,000 3,075,000 
1年内返済予定の長期借入金 422,057 211,456 
リース債務 － 8,275 
未払金 － 160,095 
未払法人税等 402,490 80,638 
未払費用 25,235 22,986 
賞与引当金 107,331 80,602 
役員賞与引当金 19,755 － 
その他流動負債 190,109 94,821 
流動負債合計 5,390,409 4,951,691 

固定負債 
長期借入金 299,964 1,648,712 
リース債務 － 31,224 
繰延税金負債 22,107 15,345 
退職給付引当金 231,745 147,780 
特別修繕引当金 240,716 228,703 
その他固定負債 65,963 56,297 
固定負債合計 860,497 2,128,065 

負債合計 6,250,907 7,079,756 
純資産の部 
株主資本 
資本金 718,000 718,000 
資本剰余金 308,435 308,435 
利益剰余金 3,339,750 3,443,024 
株主資本合計 4,366,185 4,469,459 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 217,677 53,307 
繰延ヘッジ損益 △16,636 － 
為替換算調整勘定 6,368 △81,809 
評価・換算差額等合計 207,409 △28,501 

少数株主持分 4,595 6,844 
純資産合計 4,578,190 4,447,802 

負債純資産合計 10,829,097 11,527,559 
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(2)【連結損益計算書】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 
海運業収益及びその他の営業収益 17,872,395 17,265,456 

売上原価 
海運業費用及びその他の営業費用 15,062,998 15,678,048 

売上総利益 2,809,397 1,587,408 
一般管理費 1,245,822 1,217,828 
営業利益 1,563,574 369,580 
営業外収益 
受取利息 10,152 5,874 
受取配当金 12,154 14,486 
不動産賃貸収入 4,562 4,249 
為替差益 4,544 392 
その他営業外収益 13,834 8,725 
営業外収益合計 45,248 33,728 

営業外費用 
支払利息 50,649 80,574 
その他 6,268 629 
営業外費用合計 56,918 81,204 

経常利益 1,551,905 322,104 
特別利益 
船舶売却益 － 230,942 
土地売却益 － 11,822 
ゴルフ会員権売却益 3,928 － 
特別修繕引当金戻入額 21,673 － 
特別利益合計 25,602 242,764 

特別損失 
固定資産除却損 － 9,523 
ゴルフ会員権評価損 － 2,300 
投資有価証券売却損 1,140 － 
投資有価証券評価損 － 43,394 
特別退職金 6,147 － 
その他 － 2,644 
特別損失合計 7,288 57,862 

税金等調整前当期純利益 1,570,219 507,007 
法人税、住民税及び事業税 683,766 148,767 
法人税等調整額 △21,898 111,158 
法人税等合計 661,867 259,926 
少数株主利益 4,359 2,205 
当期純利益 903,992 244,874 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 
資本金 
前期末残高 718,000 718,000 
当期末残高 718,000 718,000 

資本剰余金 
前期末残高 308,435 308,435 
当期末残高 308,435 308,435 

利益剰余金 
前期末残高 2,553,758 3,339,750 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 903,992 244,874 
当期変動額合計 785,992 103,274 

当期末残高 3,339,750 3,443,024 
株主資本合計 
前期末残高 3,580,193 4,366,185 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 903,992 244,874 
当期変動額合計 785,992 103,274 

当期末残高 4,366,185 4,469,459 
評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
前期末残高 427,481 217,677 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △209,803 △164,369 

当期変動額合計 △209,803 △164,369 
当期末残高 217,677 53,307 

繰延ヘッジ損益 
前期末残高 － △16,636 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △16,636 16,636 

当期変動額合計 △16,636 16,636 
当期末残高 △16,636 － 

為替換算調整勘定 
前期末残高 19,537 6,368 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △13,169 △88,177 

当期変動額合計 △13,169 △88,177 
当期末残高 6,368 △81,809 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計 
前期末残高 447,019 207,409 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △239,610 △235,911 

当期変動額合計 △239,610 △235,911 
当期末残高 207,409 △28,501 

少数株主持分 
前期末残高 － 4,595 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,595 2,249 
当期変動額合計 4,595 2,249 

当期末残高 4,595 6,844 
純資産合計 
前期末残高 4,027,213 4,578,190 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 903,992 244,874 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △235,014 △233,661 
当期変動額合計 550,977 △130,387 

当期末残高 4,578,190 4,447,802 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
税金等調整前当期純利益 1,570,219 507,007 
減価償却費 630,102 914,964 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △53 △116 
賞与引当金の増減額（△は減少） 18,798 △26,728 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,525 △19,755 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △70,661 △83,964 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58,990 － 
特別修繕引当金の増減額（△は減少） 45,521 △12,013 
受取利息及び受取配当金 △22,307 △20,361 
支払利息 50,649 80,574 
有形固定資産除却損 － 9,509 
有形固定資産売却損益（△は益） 1,247 △242,207 
投資有価証券売却損益（△は益） 1,140 － 
投資有価証券評価損益（△は益） － 43,394 
ゴルフ会員権評価損 － 2,300 
営業債権の増減額（△は増加） △158,695 1,852,057 
たな卸資産の増減額（△は増加） △62,932 114,112 
営業債務の増減額（△は減少） △51,561 △730,616 
その他 12 △30,262 
小計 1,899,015 2,357,894 
利息及び配当金の受取額 22,307 20,361 
利息の支払額 △50,885 △78,450 
法人税等の支払額 △767,686 △475,956 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,102,750 1,823,848 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
定期預金の純増減額（△は増加） △19,035 △40,027 
短期貸付けによる支出 － △15,660 
投資有価証券の取得による支出 △76,903 △13,413 
船舶の取得による支出 △1,181,857 △2,018,403 
船舶の売却による収入 － 264,463 
無形固定資産の取得による支出 － △1,400 
ゴルフ会員権の取得による支出 － △8,800 
投資その他の資産の増減額（△は増加） △57,818 10,947 
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,335,614 △1,822,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の純増減額（△は減少） 700,000 800,000 
長期借入れによる収入 － 1,640,000 
長期借入金の返済による支出 △299,440 △501,852 
リース債務の返済による支出 － △4,083 
配当金の支払額 △117,781 △141,330 
財務活動によるキャッシュ・フロー 282,778 1,792,733 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,140 △75,570 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,773 1,718,719 
現金及び現金同等物の期首残高 622,442 662,215 
現金及び現金同等物の期末残高 662,215 2,380,934 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事
項

(1) 連結子会社は次の5社であります。
協和汽船㈱、尻屋運輸㈱
㈲海輸社、協燃運輸㈱
GOLDEN MERIT ENTERPRISES LTD
若杉海運㈲と㈲興洋汽船は、平成19
年7月1日をもって協和汽船㈱に吸収合
併されましたので、連結子会社から除
外されております。

(1) 連結子会社は次の5社であります。
協和汽船㈱、尻屋運輸㈱
㈱海輸社、協燃運輸㈱
GOLDEN MERIT ENTERPRISES LTD

(2) 非連結子会社
該当会社はありません。

(2) 非連結子会社
同左

２ 持分法の適用に関する
事項

(1) 持分法適用会社
該当会社はありません。

(1) 持分法適用会社
同左

(2) 持分法非適用会社
該当会社はありません。

(2) 持分法非適用会社
同左

３ 連結子会社の事業年度
等に関する事項

連結子会社のうち、GOLDEN  MERIT 
ENTERPRISES LTDの決算日は、12月31日
であります。連結財務諸表の作成にあた
っては、同日現在の財務諸表を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては、連結上必要な調整を行ってお
ります。
その他は連結決算日と同じでありま
す。

同左

４ 会計処理基準に関する
事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
ａ 満期保有目的の債券
償却原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
ａ 満期保有目的の債券

同左
ｂ その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法によ
り算定)

ｂ その他有価証券
時価のあるもの

同左

時価のないもの
移動平均法による原価法

時価のないもの
同左

たな卸資産
先入先出法による原価法

たな卸資産
先入先出法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下の方法）
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却
の方法
有形固定資産
船舶 ： 当社所有船舶のう

ち８隻及び連結子会
社所有船舶のうち１
隻については定額
法、その他の船舶に
ついては定率法を採
用しております。
なお、耐用年数は
12年から15年として
おります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方
法
有形固定資産(リース資産を除く）
船舶 ： 当社所有船舶のうち９

隻及び連結子会社所有船
舶のうち１隻については
定額法、その他の船舶に
ついては定率法を採用し
ております。 
 なお、耐用年数は主と
して12年から15年として
おります。

その他 ：定率法を採用して
おります。

その他 ：同左

無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについ
ては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づいておりま
す。

無形固定資産(リース資産を除く） 
 定額法を採用しております。自社
利用のソフトウエアについては、社
内における利用可能期間（５年間）
に基づいております。

─ リース資産 
 所有権移転外ファイナンスリース
取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存
価額をゼロとして算定する方法によ
っております。 
 なお、平成20年３月31日以前に契
約を行った所有権移転外ファイナン
ス・リース取引につきましては、通
常の賃貸借処理に準じた方法によっ
ております。

(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備
えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

同左

賞与引当金
従業員に対する賞与の支払
に充てるため、支給見込額を
計上しております。

賞与引当金
同左

役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に
充てるため、支給見込額を計
上しております。

役員賞与引当金
同左

退職給付引当金
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、当連結
会計年度末において発生して
いると認められる額を計上し
ております。

退職給付引当金
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

なお、会計基準変更時差異に
ついては、以下の様に処理して
おります。 
  会計基準変更時差異 
  当社(貸方)164,398千円 
  償却年数     10年 
  過去勤務債務については、発
生時より、10年による按分額を
費用処理しております。 
 また、数理計算上の差異につ
いては、10年による按分額をそ
れぞれ発生の翌期より費用処理
しております。
特別修繕引当金
船舶の特別修繕(定期検査)
に要する費用に充てるため、
特別修繕に要した費用実績に
基づき算定し、計上しており
ます。

特別修繕引当金
同左

(4) 収益及び費用の計上基準
海運業収益及び海運業費用の
計上基準は、航海完了基準を採
用しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
同左

(5) 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によ
っております。

(5) 重要なリース取引の処理方法
─

(6) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっておりま
す。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理によっております。
なお、特例処理の要件を満たす場合は
特例処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）
金利スワップ
（ヘッジ対象）
船舶建造借入金の借入利息（予
定取引）

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
（ヘッジ手段） 
 金利スワップ 
（ヘッジ対象） 
 船舶建造借入金の借入利息

③ヘッジ方針
当社グループは、借入金の金利
変動リスクを回避する目的で金利
スワップ取引を行っており、ヘッ
ジ対象の識別は個別契約毎に行っ
ております。

③ヘッジ方針 
      同左 
 

④ヘッジ有効性評価の方法
「経理規程」等によるリスク管
理体制のもと、個別取引毎のヘッ
ジ効果を検証し、定期的に幹部会
等に報告しております。

④ヘッジ有効性評価の方法 
 「経理規程」等によるリスク管理体
制のもと、個別取引毎のヘッジ効果を
検証し、定期的に幹部会等に報告して
おります。なお、特例処理の要件を満
たす場合は、有効性の評価を省略して
おります。

(7) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処
理は税抜処理によっております。

(7) 消費税等の会計処理
同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ５ 連結子会社の資産及び 
    負債の評価に関する事項 全面時価評価法を採用しております。

同左

６ のれん及び負ののれん 
の償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却につい
ては、発生年度で全額償却しておりま
す。
 

同左

７ 連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金
の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書に
おける資金(現金及び現金同等物)
は、手許現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来する短期投資か
らなっています。
 

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

有形固定資産の減価償却方法 法人税法の改正（（所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年3月30日 
法律第6号）及び（法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19年3月30日
政令第83号））に伴い、平成19年4月1
日以降に取得した有形固定資産につい
ては、改正後の法人税法に基づく減価
償却方法に変更しております。この結
果、従来の方法に比べて、営業利益、
経常利益及び税金等調整前当期純利益
は、29,254千円減少しております。
 

─

リース取引に関する会計基準
等

─ 所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、従来、賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によってお
りましたが、当連結会計年度より「リ
ース取引に関する会計基準」（企業会
計基準第13号（平成５年６月17日（企
業会計審議会第一部会）、平成19年３
月30日改正））および「リース取引に
関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第16号平成６年１月18
日（日本公認会計士協会会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））を適
用し、通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。な
お、平成20年３月31日以前に契約を行
ったリース契約につきましては、通常
の賃貸借処理に準じた方法によってお
ります。これにより、損益に与える影
響は軽微であります。

棚卸資産の評価に関する会計
基準

─ 当連結会計年度より「棚卸資産の評
価に関する会計基準」（企業会計基準
第９号 平成18年７月５日公表）を適
用しております。 
 これにより営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益は、それぞれ
10,234千円減少しております。
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

有形固定資産の償却可能限度
額

法人税法の改正に伴い、平成19年3
月31日以前に取得した有形固定資産の
うち償却可能限度額まで償却が終了し
ているものについては、翌年から5年
間で均等償却し、減価償却費に含めて
計上する方法によっております。この
結果、従来の方法に比べて、営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純
利益は、10,668千円減少しておりま
す。

─

役員退職慰労金制度の廃止 当社は、平成19年6月28日の定時株
主総会において、役員退職慰労金制度
の廃止を決議するとともに、役員の退
任時に退職慰労金制度廃止日までの在
任期間に応じた退職慰労金を支給する
ことを決議致しました。これに伴い、
当該総会までの期間に対応する役員退
職慰労金相当額51,140千円をその他固
定負債として計上しております。
 

─
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

提出会社及び連結子会社の営んでいる事業のうち、支配的なセグメントである内航海運事業の売

上高、営業損益及び資産の金額が、全体の売上高、営業損益及び資産の金額のいずれも90％超であ

り、かつ内航海運事業以外には売上高、営業損益及び資産の金額が10％以上となるセグメントがな

いので記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

提出会社及び連結子会社の営んでいる事業のうち、支配的なセグメントである内航海運事業の売

上高、営業損益及び資産の金額が、全体の売上高、営業損益及び資産の金額のいずれも90％超であ

り、かつ内航海運事業以外には売上高、営業損益及び資産の金額が10％以上となるセグメントがな

いので記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

全セグメントの売上高及び資産の金額の合計に占める日本の割合が、90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高及び資産の金額の合計に占める日本の割合が、90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

３ 時価のない主な有価証券の内容 
  

 
  

(有価証券関係)

区分 当連結会計年度 
(平成20年３月31日)

取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 238,773 622,125 383,351

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 238,773 622,125 383,351

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 64,894 48,400 △16,494

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 64,894 48,400 △16,494

合計 303,667 670,525 366,857

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

378 ― 1,140

連結貸借対照表計上額 
(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,117
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当連結会計年度(平成21年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 ※当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について43,394千円減損処理を行っております。 

２ 時価のない主な有価証券の内容 
  

 
  

区分 当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 159,927 290,535 130,607

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 159,927 290,535 130,607

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 113,759 73,365 △40,393

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 113,759 73,365 △40,393

合計 273,687 363,901 90,214

 

連結貸借対照表計上額 
(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,117

新和内航海運㈱（9180）　平成21年3月期　決算短信

-22-



  

 
  

  

 
  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付に関する注記事項については、決算短信に
おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 387円59銭

 
１株当たり純資産額 376円35銭

 
１株当たり当期純利益 76円60銭

 
１株当たり当期純利益 20円75銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま
しては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま
しては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 

 １株当たり当期純利益算定上の基礎
 連結損益計算書上の当期純利益 903,992千円
 普通株式に係る当期純利益 903,992千円
 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。
 普通株式の期中平均株式数 11,800千株

 

 １株当たり当期純利益算定上の基礎
 連結損益計算書上の当期純利益 244,874千円
 普通株式に係る当期純利益 244,874千円
 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。
 普通株式の期中平均株式数 11,800千株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 該当事項はありません。 同左
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 
(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 
流動資産 
現金及び預金 151,438 1,696,924 
受取手形 18,848 13,807 
海運業未収金 5,029,420 3,224,732 
短期貸付金 － 15,660 
関係会社短期貸付金 60,000 60,000 
立替金 168,521 153,724 
未収消費税等 － 94,981 
たな卸資産 224,740 110,893 
繰延及び前払費用 177,664 196,709 
繰延税金資産 75,130 37,367 
その他流動資産 14,343 17,701 
流動資産合計 5,920,108 5,622,503 

固定資産 
有形固定資産 
船舶 10,707,429 12,709,845 
減価償却累計額 △9,025,414 △9,643,693 
船舶（純額） 1,682,014 3,066,152 

建物 12,377 12,377 
減価償却累計額 △4,510 △5,642 
建物（純額） 7,867 6,735 

車両運搬具 4,641 4,641 
減価償却累計額 △3,668 △4,104 
車両運搬具（純額） 972 536 

器具及び備品 65,884 52,822 
減価償却累計額 △34,288 △37,864 
器具及び備品（純額） 31,596 14,958 

土地 8,000 8,000 
建設仮勘定 1,023,021 595,502 
有形固定資産合計 2,753,472 3,691,884 

無形固定資産 
ソフトウエア 15,796 13,088 
電話加入権 2,227 2,227 
無形固定資産合計 18,024 15,316 

投資その他の資産 
投資有価証券 617,931 325,212 
関係会社株式 181,031 187,031 
出資金 5 － 
関係会社出資金 6,000 － 
関係会社長期貸付金 199,000 485,000 
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 1,886 1,364 
長期前払費用 141 119 
差入保証金 57,365 57,328 
会員権 101,720 108,220 
破産更生債権等 2,483 2,483 
繰延税金資産 247,471 369,787 
貸倒引当金 △2,483 △2,483 
投資その他の資産合計 1,412,552 1,534,063 

固定資産合計 4,184,049 5,241,264 
資産合計 10,104,158 10,863,768 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 
流動負債 
支払手形 465,245 390,024 
海運業未払金 1,381,649 764,386 
短期借入金 2,345,000 3,145,000 
1年内返済予定の長期借入金 413,614 205,453 
未払金 31,980 169,925 
未払法人税等 388,759 70,282 
未払消費税等 33,637 － 
未払費用 21,017 19,267 
預り金 6,624 6,565 
代理店債務 112,880 76,020 
賞与引当金 74,810 53,438 
役員賞与引当金 18,625 － 
その他流動負債 28,007 － 
流動負債合計 5,321,852 4,900,363 

固定負債 
長期借入金 292,420 1,647,392 
退職給付引当金 105,748 60,254 
特別修繕引当金 209,599 206,999 
その他固定負債 51,140 41,510 
固定負債合計 658,908 1,956,157 

負債合計 5,980,761 6,856,521 
純資産の部 
株主資本 
資本金 718,000 718,000 
資本剰余金 
資本準備金 308,435 308,435 
資本剰余金合計 308,435 308,435 

利益剰余金 
利益準備金 179,500 179,500 
その他利益剰余金 
特別償却準備金 27,604 208,958 
圧縮記帳積立金 5,240 3,119 
別途積立金 408,856 408,856 
繰越利益剰余金 2,294,970 2,138,719 

利益剰余金合計 2,916,172 2,939,154 
株主資本合計 3,942,607 3,965,589 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 197,425 41,656 
繰延ヘッジ損益 △16,636 － 
評価・換算差額等合計 180,789 41,656 

純資産合計 4,123,396 4,007,246 
負債純資産合計 10,104,158 10,863,768 
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(2)【損益計算書】 
(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

海運業収益 
貨物運賃 15,667,896 15,001,850 
貸船料 297,194 435,744 
その他海運業収益 550,601 409,346 
海運業収益合計 16,515,692 15,846,942 

海運業費用 
運航費 
貨物費 56,967 48,342 
燃料費 3,014,532 3,215,072 
港費 622,271 545,442 
その他運航費 199,272 165,023 
運航費合計 3,893,044 3,973,880 

船費 
船員費 628,542 611,448 
退職給付費用 3,737 5,275 
賞与引当金繰入額 31,666 22,313 
船舶消耗品費 49,218 50,433 
船舶保険料 44,554 43,256 
船舶修繕費 288,320 310,270 
特別修繕引当金繰入額 67,000 74,400 
船舶減価償却費 499,801 618,278 
その他船費 41,470 49,883 
船費合計 1,654,311 1,785,558 

借船料 8,353,455 8,543,899 
その他海運業費用 4,990 3,184 
海運業費用合計 13,905,802 14,306,523 

海運業利益 2,609,890 1,540,418 
一般管理費 1,160,217 1,128,620 
営業利益 1,449,672 411,798 
営業外収益 
受取利息 4,933 11,914 
受取配当金 13,032 15,595 
社宅使用料収入 3,970 3,943 
その他営業外収益 1,314 517 
営業外収益合計 23,250 31,970 

営業外費用 
支払利息 51,330 80,360 
その他営業外費用 116 0 
営業外費用合計 51,446 80,360 

経常利益 1,421,477 363,407 
特別利益 
ゴルフ会員権売却益 3,928 － 
特別利益合計 3,928 － 

特別損失 
固定資産除却損 － 8,933 
投資有価証券評価損 － 43,394 
ゴルフ会員権評価損 － 2,300 
特別損失合計 － 54,627 

税引前当期純利益 1,425,405 308,780 
法人税、住民税及び事業税 653,287 133,653 
法人税等調整額 △32,378 10,544 
法人税等合計 620,909 144,198 
当期純利益 804,496 164,582 
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(3)【株主資本等変動計算書】 
(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 
資本金 
前期末残高 718,000 718,000 
当期末残高 718,000 718,000 

資本剰余金 
資本準備金 
前期末残高 308,435 308,435 
当期末残高 308,435 308,435 

資本剰余金合計 
前期末残高 308,435 308,435 
当期末残高 308,435 308,435 

利益剰余金 
利益準備金 
前期末残高 179,500 179,500 
当期末残高 179,500 179,500 

その他利益剰余金 
特別償却準備金 
前期末残高 33,125 27,604 
当期変動額 
特別償却準備金の積立 － 186,874 
特別償却準備金の取崩 △5,520 △5,520 
当期変動額合計 △5,520 181,354 

当期末残高 27,604 208,958 
圧縮記帳積立金 
前期末残高 6,918 5,240 
当期変動額 
圧縮記帳積立金の取崩 △1,677 △2,120 
当期変動額合計 △1,677 △2,120 

当期末残高 5,240 3,119 
別途積立金 
前期末残高 408,856 408,856 
当期末残高 408,856 408,856 

繰越利益剰余金 
前期末残高 1,601,275 2,294,970 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 804,496 164,582 
特別償却準備金の積立 － △186,874 
特別償却準備金の取崩 5,520 5,520 
圧縮記帳積立金の取崩 1,677 2,120 
当期変動額合計 693,694 △156,250 

当期末残高 2,294,970 2,138,719 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 
前期末残高 2,229,675 2,916,172 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 804,496 164,582 
特別償却準備金の積立 － － 
特別償却準備金の取崩 － － 
圧縮記帳積立金の取崩 － － 
当期変動額合計 686,496 22,982 

当期末残高 2,916,172 2,939,154 
株主資本合計 
前期末残高 3,256,110 3,942,607 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 804,496 164,582 
当期変動額合計 686,496 22,982 

当期末残高 3,942,607 3,965,589 
評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
前期末残高 377,062 197,425 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △179,637 △155,768 

当期変動額合計 △179,637 △155,768 
当期末残高 197,425 41,656 

繰延ヘッジ損益 
前期末残高 － △16,636 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △16,636 16,636 

当期変動額合計 △16,636 16,636 
当期末残高 △16,636 － 

評価・換算差額等合計 
前期末残高 377,062 180,789 
当期変動額 
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △196,273 △139,132 

当期変動額合計 △196,273 △139,132 
当期末残高 180,789 41,656 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計 
前期末残高 3,633,173 4,123,396 
当期変動額 
剰余金の配当 △118,000 △141,600 
当期純利益 804,496 164,582 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △196,273 △139,132 
当期変動額合計 490,223 △116,150 

当期末残高 4,123,396 4,007,246 
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該当事項はありません。 

  

１.代表者の異動 
   該当事項はありません。 
  
 ２.その他の役員の異動 
   （１）新任取締役候補者 
     （予定される新役職名） （氏 名）   （現在の役職名） 
      取締役総務部長     佐々木 幸男  当社総務部長 
  
   （２）新任監査役候補者 
     （予定される役職名）  （氏 名）   （現在の役職名） 
      当社監査役（常勤）   菅 徹     新和海運㈱ 
                         監査役（常勤） 
           ※菅 徹 氏は、社外監査役の要件を備えております。 
  
          （予定される役職名）  （氏 名）   （現在の役職名） 
      当社監査役（常勤）   服部 英則   ㈱富士鉄鋼センター 
                         取締役総務部長 
                  
   （３）退任予定監査役 
     （現在の役職名）    （氏 名）   （予定される新役職名） 
      当社監査役（常勤）   齋川 輝好   協和汽船㈱ 社長 
                         協燃運輸㈱ 社長 
            当社監査役（非常勤）   一来 毅 
  
      （４）昇格予定取締役 
          （予定される新役職名） （氏 名）     （現在の役職名） 
            代表取締役 
            常務取締役             山本 栄次郎   代表取締役 
    

  

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

6. その他の役員の異動
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