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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 6,143 12.1 898 69.1 350 376.7 118 △44.6
25年3月期第2四半期 5,481 △10.1 531 △29.2 73 △75.2 213 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 533百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △449百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 3.09 ―
25年3月期第2四半期 5.58 ―

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

26年3月期第2四半期 49,734 8,182 16.5 213.97
25年3月期 50,168 7,649 15.2 200.02
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,182百万円 25年3月期  7,649百万円

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  
（注）平成26年３月期の配当予想額につきましては、現時点では未定です。 

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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
（注）連結業績予想の修正については、本日（平成25年11月７日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期累計期間業績予想値と決算値との差異および
通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 12,200 12.4 1,400 50.6 450 △40.9 170 679.4 4.44



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 

※  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） 26年3月期2Q 38,250,000 株 25年3月期 38,250,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 8,207 株 25年3月期 8,004 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 38,241,976 株 25年3月期2Q 38,242,384 株



 

○添付資料の目次 

 

 １．当四半期決算に関する定性的情報･･････････････････････････････････ ２ 

 （１）経営成績に関する説明･･････････････････････････････････････････ ２ 

 （２）財政状態に関する説明･･････････････････････････････････････････ ２ 

 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明････････････････････ ２ 

 ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項････････････････････････････ ３ 

 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動････････････････ ３ 

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用････････････････ ３ 

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示･･････････････ ３ 

 ３．四半期連結財務諸表･･････････････････････････････････････････････ ４ 

 （１）四半期連結貸借対照表･･････････････････････････････････････････ ４ 

 （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２四半期連結累計期間･･････････････････････････････････････ ６ 

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間･･････････････････････････････････････ ７ 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項････････････････････････････ ８ 

    （継続企業の前提に関する注記）････････････････････････････････ ８ 

    （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）･･････････････ ８ 

  

 

 

共栄タンカー(株) (9130) 平成26年３月期 第２四半期決算短信

1



１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

    当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策への期待感から円安と株高

が進行し、国内景気の緩やかな回復傾向の兆しが見られたものの、海外経済の不確実性等による

景気の下振れリスク懸念は拭えず、先行き不透明な状況のまま推移しました。 

海運市況は、大型原油船（VLCC）につきましては、中国が輸入を増やした５月から７月までは 

WS40 台で推移していましたが、８月、９月は、船腹需給が依然改善されないことから、再び WS30

台前半まで下落しました。また、石油製品船も船腹が過剰な状況が続いており、市況は低迷しま

した。ばら積船につきましては、８月まで低迷していた市況が、９月に入り中国が鉄鉱石の輸入

を増やしたことから、ケープ型ばら積船を中心に上昇しました。 

    こうした経営環境の中、当社グループは大型タンカーを中心とする長期貸船契約を主体に安定

した経営を目指し、営業基盤の強化を進めております。また、各船の運航効率の向上と諸経費の

節減にも全社を挙げて努めておりますが、海運市況は大きく回復するまでには至っておらず当第

２四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。 

海運業収益は 61 億４千３百万円（前年同期比６億６千２百万円増）となり、営業利益は８億

９千８百万円（前年同期比３億６千７百万円増）、経常利益は３億５千万円（前年同期比２億７

千７百万円増）、四半期純利益は１億１千８百万円（前年同期比９千５百万円減）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

   資産、負債および純資産の状況 

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４億３千３百万円減少し

497 億３千４百万円となりました。流動資産は船舶建造代金の為替予約評価益の増加などにより

15 億３千９百万円増加し 43 億４千３百万円となりました。 

固定資産は船舶減価償却の進捗などにより 19 億７千３百万円減少し 453 億９千万円となりま

した。 

負債の部は、設備資金の借入の返済などにより、前連結会計年度末に比べ９億６千７百万円減

少し 415 億５千１百万円となりました。 

純資産の部は、利益剰余金や繰延ヘッジ損益が増加したことにより前連結会計年度末に比べ５

億３千３百万円増加し、81 億８千２百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績を踏まえ、平成 25 年７月

30 日に公表しました予想値を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成 25 年 11 月７日）公表いたしました「平成 26 年３月期第２

四半期累計期間業績予想値と決算値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

  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

乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理

性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

 

  

共栄タンカー(株) (9130) 平成26年３月期 第２四半期決算短信

3



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,734,041 1,551,761

海運業未収金 5,269 185,353

立替金 40,629 107,461

貯蔵品 364,161 612,761

繰延及び前払費用 29,500 43,549

その他流動資産 631,913 1,844,115

貸倒引当金 △1,394 △1,468

流動資産合計 2,804,121 4,343,534

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 43,287,827 41,372,079

建物（純額） 30,576 28,843

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 1,695,066 2,528,011

その他有形固定資産（純額） 11,893 11,642

有形固定資産合計 45,073,335 43,988,548

無形固定資産 4,296 3,763

投資その他の資産   

投資有価証券 1,133,556 1,170,490

その他長期資産 1,157,109 232,202

貸倒引当金 △4,200 △4,200

投資その他の資産合計 2,286,465 1,398,492

固定資産合計 47,364,098 45,390,804

資産合計 50,168,219 49,734,338
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 325,004 474,240

短期借入金 4,735,552 4,513,912

未払費用 75,663 56,872

未払法人税等 9,160 111,309

繰延税金負債 396,088 574,505

賞与引当金 40,018 39,301

その他流動負債 411,839 541,666

流動負債合計 5,993,327 6,311,808

固定負債   

長期借入金 33,654,280 32,485,072

繰延税金負債 573,511 625,877

退職給付引当金 361,572 327,553

特別修繕引当金 667,229 728,406

その他固定負債 1,268,973 1,072,920

固定負債合計 36,525,566 35,239,830

負債合計 42,518,894 41,551,638

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 4,595,454 4,713,724

自己株式 △2,318 △2,367

株主資本合計 7,961,830 8,080,050

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,960 170,755

繰延ヘッジ損益 △459,465 △68,106

その他の包括利益累計額合計 △312,505 102,649

純資産合計 7,649,324 8,182,700

負債純資産合計 50,168,219 49,734,338
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

海運業収益 5,481,399 6,143,556

海運業費用 4,607,253 4,922,094

海運業利益 874,146 1,221,461

一般管理費 342,524 322,466

営業利益 531,622 898,994

営業外収益   

受取利息及び配当金 21,520 5,059

貸倒引当金戻入額 24,515 －

デリバティブ評価益 － 40,621

その他営業外収益 9,251 14,900

営業外収益合計 55,288 60,580

営業外費用   

支払利息 475,414 528,145

持分法による投資損失 25,436 39

その他営業外費用 12,433 80,392

営業外費用合計 513,284 608,577

経常利益 73,626 350,998

特別利益   

受取損害賠償金 140,702 －

特別利益合計 140,702 －

税金等調整前四半期純利益 214,328 350,998

法人税等 930 232,728

少数株主損益調整前四半期純利益 213,398 118,269

四半期純利益 213,398 118,269
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 213,398 118,269

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △117,472 23,795

繰延ヘッジ損益 △545,039 391,358

その他の包括利益合計 △662,512 415,154

四半期包括利益 △449,114 533,424

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △449,114 533,424
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

   該当事項はありません。 

 

（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。 

 

共栄タンカー(株) (9130) 平成26年３月期 第２四半期決算短信

8




