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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 10,635 △6.0 1,105 26.9 315 122.1 174 △91.1
20年3月期 11,315 △5.5 871 △43.9 142 △85.9 1,955 222.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 4.57 ― 1.8 0.7 10.4
20年3月期 51.13 ― 19.9 0.3 7.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △58百万円 20年3月期  △40百万円

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 46,383 9,469 20.4 247.61
20年3月期 44,048 9,898 22.5 258.81

（参考） 自己資本   21年3月期  9,469百万円 20年3月期  9,898百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 3,696 △6,731 2,444 1,734
20年3月期 2,625 △4,591 2,759 2,346

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 152 7.8 1.6
21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 152 87.5 1.6
22年3月期 

（予想） ― ― ― 4.00 4.00 153.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

5,400 1.4 350 △49.1 50 △83.5 0 △100.0 0.00

通期 11,100 4.4 900 △18.6 200 △36.6 100 △42.8 2.61



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  5,966株 20年3月期  5,042株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 10,694 △10.3 514 518.0 684 △4.0 393 △1.8
20年3月期 11,916 △7.7 83 △91.0 712 △33.4 400 △37.8

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 10.29 ―
20年3月期 10.47 ―

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 13,846 8,056 58.2 210.65
20年3月期 14,290 8,135 56.9 212.73

（参考） 自己資本 21年3月期  8,056百万円 20年3月期  8,135百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、
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、３～４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間 5,400 0.9 △50 △114.2 650 49.5 350 42.0 9.15

通期 11,100 3.8 △150 △129.2 600 △12.3 300 △23.7 7.84



１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
 ①当期の経営成績 
当連結会計年度は、昨年９月に起こった米国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招いた結果、世界同時不況に陥り、海運市況もこの影響を強く受け、世

界経済の減速から全ての船種において市況が急激に下落しており、新造船建造契約のキャンセ

ルや既存船の売船処分の実施など、内外の海運会社はその対応に苦慮しているところでありま

す。 
具体的にタンカー市況を見てみますと、ＶＬＣＣの中東積み日本揚げのスポットレートは、

原油の非需要期であるにも拘わらず期初から夏場まで暴騰し続け、７月にはＷＳ（ワールドス

ケール）２００を超え夏場の過去 高を記録するに至りましたが、下期に入りレートは下降の

一途を辿り、年明けには一段と下げの勢いを増し、年度末においてはＷＳ４０を切る水準まで

下落しました。ただし、年間を通して見ますと乱高下の激しかった１年でありましたが、年間

平均ＷＳは１００強と、前年度に比べ約１０ポイント上回る水準となりました。一方、石油製

品運搬船の市況は、年度平均でシンガポール積み日本揚げ 30,000～45,000 屯型（ＭＲ型）が

ＷＳ２２０弱（ほぼ前年度並み）、中東積み日本揚げ 55,000～65,000 屯型（ＬＲ１型）でＷＳ

２２５（前年度比約４０ポイント上昇）、75,000～100,000 屯型（ＬＲ２型）ではＷＳ２００強

（前年度比約５０ポイント上昇）と、大型船においては好市況でした。 
この様な状況の中にあって、当社グループは大型タンカーの長期貸船契約を主体に安定した

経営を目指しており、各船の運航効率の向上と諸経費の節減に全社を挙げて取り組んでおりま

す。本年度は当社の支配船腹全船が定期入渠も無く順調に稼働いたしました。その結果、当連

結会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、新たに船隊に加わった石油製品運搬船２隻の貸船料等の増加があったものの、

前年度上期まで運航しておりましたＶＬＣＣ“ＨＡＮ－ＥＩ”の売船により運賃としての収入

が無くなったため、１０６億３千５百万円（前期比６億８千万円減）となりました。 
海運業費用は、外国人船員費や上記石油製品運搬船２隻の減価償却費の増加がありましたが、

上記“ＨＡＮ－ＥＩ”の運航費が無くなったことに加え入渠船が無かったことによる関連コス

トの減少等により、８７億１千４百万円（前期比８億７千２百万円減）となりました。 
その結果、営業利益は１１億５百万円（前期比２億３千４百万円増）、経常利益は、３億１千

５百万円（前期比１億７千３百万円増）と前期比増益となりましたが、当期純利益は１億７千

４百万円（前期比１７億８千万円減）と、特別利益に売船益を計上した前期に比し大幅な減益

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、世界同時不況からの回復が何時頃からになるのかというのが

大の焦点ではありますが、現状では各国政府による経済対策の効果が実体を伴って現れるに

は相当の時間が掛かるものと思われます。 
海運業においては、世界経済の悪化に伴い荷動きの停滞が顕著であり、好況時に発注された

新造船の竣工量の動向、一時の上昇に歯止めが掛かったものの各種コストの動向や為替等、業

績に大きな影響を与える諸要因が不透明であり、経営環境は引き続き厳しい中で推移していく
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ものと思われます。 
当社グループでは、安全運航と環境保全には一定のコスト負担が避けられないものと考えま

すが、社業全般の合理化・効率化を更に進め、競争力のある船隊整備・拡充と積極的な営業活

動のもと安定的な収益確保を目指して参ります。 
当社グループの次期の業績につきましては、前期に続き本年７月に石油製品運搬船１隻が新

たに船隊に加わることによる売上高の増加は見込めるものの、支配船腹のうち５隻の入渠予定

船があることなどから、連結ベースで売上高１１１億円、営業利益９億円、経常利益２億円、

当期純利益１億円を予想しております。 
（次期連結会計年度の設定為替レートは１US$＝90 円としております。） 
 
（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債および純資産の状況 
資産の部は、前期に比べ２３億３千５百万円増加し４６３億８千３百万円となりました。流

動資産は船舶の建造代金に充てるため、有価証券を取崩したことにより２９億６千６百万円減

少し３１億５千５百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の評価益が減少しましたが、

新造船の設備投資による増加により、５３億２百万円増加し４３２億２千８百万円となりまし

た。 
負債の部は、投資有価証券の評価益の減少により繰延税金負債が減少しましたが、船舶の建

造に伴う借入金の増加により２７億６千４百万円増加し３６９億１千４百万円となりました。 
純資産の部は、その他有価証券評価差額金の減少および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ため、４億２千８百万円減少し９４億６千９百万円となりました。 

 
②キャッシュ・フローの状況 
営業活動による資金収支は、新造船の整備に伴う減価償却費の増加および法人税等の支払の

減少により、前連結会計年度に比べて収入が１０億７千万円増加し３６億９千６百万円の収入

となりました。 
投資活動による資金収支は、有価証券の運用の解約による収入はありましたが、新造船への

設備投資により前連結会計年度に比べて支出が２１億４千万円増加し６７億３千１百万円の支

出となりました。 
財務活動による資金収支は、新造船の建造に伴う資金の調達と長期借入金の返済による支出

が相殺され、前連結会計年度に比べて収入が３億１千５百万円減少し２４億４千４百万円の収

入となりました。 
この結果、当連結会計年度における現金および現金同等物の期末残高は、期首に比べ６億１

千１百万円減少し１７億３千４百万円（前連結会計年度比２６．１％減）となりました。 
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  なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下表のとおりであります。 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 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(%)    24.6    24.1    22.5    20.4 
時価ベースの 
自己資本比率(%) 

   40.9    29.5    25.9    19.2 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(年) 
    8.1     12.2     11.6      8.9 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ(倍) 
    4.9     3.7     3.5     4.5 

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／キャッシュ・フロー  
インタレスト・カバレッジ・レシオ： キャッシュ・フロー／利払い 

(注 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おります。 
(注 2)株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出して 

おります。 
(注 3)キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ･フローを利用しております。 
(注 4)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全ての 

負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書 
の利息額を使用しております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 
安全運航の維持と船隊の整備・充実ならびに地球環境保全のためのコスト負担に備えるため

内部留保を考慮しつつ、株主の皆様への利益還元を念頭に安定した配当を実施することが当社

グループの利益配分の基本方針であります。 
 上記方針のもと、当期の配当につきましては、１株当たり４円の普通配当の実施を予定しており

ます。 
 また、次期の配当につきましても、減益は見込まれるものの安定的な配当を継続するとの基本方

針に基づき、引き続き４円の普通配当を実施する予定であります。 
 なお、配当の基準日および回数の変更は、当面予定しておりません。 
 
（４）事業等のリスク 
 当社グループの業績は長期傭船主体の安定した収益を基盤としておりますが、外航海運業におけ

る事業リスクとして下記５点が挙げられます。 
 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであ

ります。 
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①海運市況変動リスク 
 海運業において運賃・傭船料・売買船の市況は、国内のみならず世界の政治・経済・社会の動向

によって商品あるいは船舶そのものの需給により大きく変動いたします。当社グループは、長期傭

船契約を主体に安定した収益の確保を経営の基本としておりますが、各々の船舶の契約満了、契約

更改または売船処分に際し、その時々の市況下落によるリスクが業績に悪影響を与える可能性があ

ります。 
 
②為替変動リスク 

 当社グループの収入は、大半は円建てとなっておりますが一部外貨建てのものもあり、外貨建て

収入と支出の差額については外国為替の変動による影響を受けることになります。当社グループは

短期および長期の為替予約取引を行うことにより、為替変動リスクを低減するように努力しており

ますが、完全に回避することはできず為替相場の状況によっては業績に影響を受けることがありま

す。 
 
③金利変動リスク 

 当社グループは、船舶の建造資金調達のために外部借入を行っておりますが、固定金利での借入

れや金利スワップ取引による金利の固定化により金利変動リスクを回避しております。ただし、今

後の金利の動向により、将来の資金調達コストが影響を受ける可能性があります。 
 
④海難事故リスク 

 当社グループは、大型油槽船を主体に運航しており、「船舶の安全輸送と環境保全」を理念に、

船舶の安全管理システムの充実に努めておりますが、不慮の事故が発生した場合、人命・貨物・船

舶等の損失・損傷のリスクや、燃料油・原油の流出による海洋汚染のリスクがあります。当社グル

ープでは、海難事故防止のため、「船舶安全管理システム」を構築すると共に、「品質および環境

管理マニュアル」を策定し、海陸全社員に対し定期的な教育・研修ならびに海難事故を想定した緊

急対応訓練を実施するなど、安全運航と環境保全に努めております。万一海難事故が発生した場合

は、保険による損失の補填対策を講じておりますが、事故によっては業績に悪影響を与える可能性

があります。 
 
⑤公的規制等のリスク 

 当社グループの事業である外航海運業においては、船舶の設備の安全性や安全運航のため、国際

機関および各国政府の法令や船級協会の規則等、様々な公的規制を受けております。これらの規制

を遵守するに当たりコストの増加や当社グループの事業活動が制限される場合があり、業績に悪影

響を与える可能性があります。 
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共 社

２．企業集団の状況

　当企業集団は、共栄タンカー株式会社（当社）と子会社15社、関連会社１社およびその他の関係会社１社より構成され
ており、主として船舶の運航管理および貸渡しを業務とする外航海運業を営んでおります。

事業の系統図は下記のとおりであります。

持 分 法 適 用 会 社 出資 そ の 他 の 関 係 会 社
得　意　先

ELEGANCE LINE S.A. 日 本 郵 船 株 式 会 社

　 　　　　　　　 定期傭船 　　　　定期傭船
　　　　出資 定期傭船

海外子会社（船舶管理） 国内子会社（海運周辺事業）

GLORIA BAHAMA,LTD.  栄 タ ン カ ー 株 式 会 
役務提供

新 栄 興 業 株 式 会 社

                   役務提供

日本郵船株式会社
海外子会社（１社） 　　　定期傭船

海外子会社（船舶所有） 海外子会社（船舶建造中）
日本郵船株式会社 共有契約

OCEAN LINK MARITIME S.A.
AURIGA MARITIME S.A.

海外子会社（４社）
新和海運株式会社 共有契約

DRACO MARITIME S.A.
海外子会社（１社）

ZENITH MARITIME S.A.
日本郵船株式会社 共有契約

PYXIS MARITIME S.A.
海外子会社（１社）

PAVO MARITIME S.A.

ALLEGIANCE MARITIME S.A.

海外子会社（休眠中）

CRUX MARITIME S.A. BERMORY LTD.

GOLDEN AMBROSE LTD.

LYRA MARITIME S.A.
海外子会社（船舶所有）

日本郵船株式会社 裸傭船
NORMA MARITIME S.A. LEPUS MARITIME S.A.

海外子会社（１社）

(注）OCEAN LINK MARITIME S.A.は船舶６隻を所有していますが、うち４隻は共有船であります。
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

タンカーの運航と貸渡を主力とする当社グループは、長期契約船を主体に市況の変動を直接受け

ることなく安定した収益の確保を目指すとともに、安全運航を第一とした運航管理の徹底、運航効

率の向上ならびに全社を挙げての諸経費の節減に努め、国際競争力と経営基盤の強化を図ること

に加え、営業活動を積極的に展開し一層の船隊構成の充実に努めております。 

 

（２）目標とする経営指標 

海運市況、為替の変動ならびに国際競争力に晒されている海運業界において、当社グループは、

安定した収益の確保を基盤に、船隊整備および環境保全のコスト負担に備え内部留保の充実を考慮

しつつ、株主の皆様への安定した利益還元としての配当を実施して行くことが 大の経営目標であ

ります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、経営の主体を為す超大型原油油槽船（ＶＬＣＣ）に関し、より効率的且つ安

全な運航と環境保全に資する船隊整備を着実且つ継続的に進めており、今後も安定的で高品質なサ

ービスの提供に努めて参ります。また営業規模を維持拡大するため、石油製品運搬船ならびに撒積

船の分野においても積極的に船隊の拡充を図り、収益向上を目指して参ります。 

現在当社グループで新造船建造発注済みの船隊拡充計画は以下のとおりであります。 

１）１１４，５００重量トン型石油製品運搬船   ： 平成２１年７月竣工予定 

２） ５８，０００重量トン型撒積船       ： 平成２２年１１月竣工予定 

３） ４５，８００重量トン型石油製品運搬船   ： 平成２３年５月竣工予定 

４） ５８，１００重量トン型撒積船       ： 平成２３年８月竣工予定 

５） ５８，１００重量トン型撒積船       ： 平成２３年１１月竣工予定 

 

（４）会社が対処すべき課題 

原油と石油製品の海上輸送が主体である当社グループは、安全運航と環境保全に努めることが

大の課題でありますので、今後も安全で効率的な船舶の運航管理に勤めて参ります。一時の騰勢は

落ち着いたものの修繕費を初めとする関連諸コストの動向など不確定要素を抱え、引き続き厳しい

経営環境にあると言わざるを得ませんが、従前にも増して社業全般に亘る諸費用の節減に努めつつ

国際競争力の維持・強化を図り、安定した利益を確保して行かなくてはならないと考えております。 

なお、当社グループにとっては大型原油タンカーの長期契約が経営の大きな柱であることは不変

でありますが、別記のとおり昨年６月に３隻目の石油製品運搬船が竣工したことに加え、石油製品

運搬船２隻と撒積船３隻の建造予定を有する等、社業の裾野を広げ、営業基盤の強化・拡大にも積

極的に取り組んでおります。 

また、益々厳しさの増す社内外の環境に対応するため、グループを挙げてコンプライアンスの徹

底を図ると共に内部統制の運用により透明性の高い経営に努めて参る所存です。 
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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 1,896,996 1,684,509

海運業未収金 134,964 109,848

短期貸付金 278,425 249,366

立替金 102,306 147,905

有価証券 3,146,655 449,834

貯蔵品 237,823 223,434

繰延及び前払費用 22,136 19,366

未収還付法人税等 56,763 －

繰延税金資産 － 32,569

その他流動資産 246,914 239,749

貸倒引当金 △1,323 △1,329

流動資産合計 6,121,662 3,155,254

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 32,209,359 33,354,195

建物（純額） 23,653 22,755

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 3,648,536 8,386,734

その他有形固定資産（純額） 10,288 11,287

有形固定資産合計 35,939,809 41,822,943

無形固定資産   

ソフトウエア 7,157 5,030

電話加入権 1,509 1,509

無形固定資産合計 8,666 6,539

投資その他の資産   

投資有価証券 1,730,027 1,183,785

その他長期資産 247,970 215,444

投資その他の資産合計 1,977,998 1,399,230

固定資産合計 37,926,474 43,228,713

資産合計 44,048,136 46,383,967
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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   

海運業未払金 378,338 240,536

短期借入金 3,566,124 4,935,520

未払費用 69,767 49,181

未払法人税等 － 530,156

繰延税金負債 263,169 －

引当金   

賞与引当金 78,684 66,446

役員賞与引当金 16,670 14,170

引当金計 95,354 80,616

その他流動負債 216,492 270,695

流動負債合計 4,589,246 6,106,707

固定負債   

長期借入金 26,800,444 28,029,028

引当金   

退職給付引当金 505,850 484,358

特別修繕引当金 260,411 625,551

役員退職慰労引当金 255,291 －

引当金計 1,021,553 1,109,910

繰延税金負債 926,919 468,083

その他固定負債 811,741 1,200,667

固定負債合計 29,560,659 30,807,688

負債合計 34,149,906 36,914,396

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 6,379,356 6,401,220

自己株式 △1,635 △1,835

株主資本合計 9,746,416 9,768,079

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 633,258 309,282

繰延ヘッジ損益 △481,444 △607,790

評価・換算差額等合計 151,814 △298,507

純資産合計 9,898,230 9,469,571

負債純資産合計 44,048,136 46,383,967
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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) 

海運業収益   

運賃 1,100,658 －

貸船料 10,044,256 10,318,503

その他海運業収益 170,538 316,543

海運業収益合計 11,315,453 10,635,047

海運業費用   

運航費 468,616 －

船費 5,734,893 6,023,059

借船料 3,241,170 2,549,077

その他海運業費用 141,792 142,206

海運業費用合計 9,586,472 8,714,343

海運業利益 1,728,981 1,920,703

一般管理費 857,666 815,304

営業利益 871,314 1,105,399

営業外収益   

受取利息 28,888 22,538

受取配当金 36,742 43,399

受取家賃 6,539 6,459

受取保険金 － 30,925

その他営業外収益 13,871 16,491

営業外収益合計 86,042 119,814

営業外費用   

支払利息 735,696 812,316

持分法による投資損失 40,970 58,254

その他営業外費用 38,571 39,023

営業外費用合計 815,237 909,594

経常利益 142,119 315,619

特別利益   

船舶売却益 3,246,382 －

土地売却益 5,003 －

特別修繕引当金取崩額 21,100 －

特別利益合計 3,272,486 －

特別損失   

特別修繕引当金繰入額 83,158 －

特別損失合計 83,158 －

税金等調整前当期純利益 3,331,446 315,619

法人税、住民税及び事業税 132,921 586,405

法人税等調整額 1,243,024 △445,628

法人税等合計 1,375,946 140,776

当期純利益 1,955,500 174,843
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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 2,850,000 2,850,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,850,000 2,850,000

資本剰余金   

前期末残高 518,694 518,694

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 518,694 518,694

利益剰余金   

前期末残高 4,576,842 6,379,356

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 1,955,500 174,843

当期変動額合計 1,802,514 21,863

当期末残高 6,379,356 6,401,220

自己株式   

前期末残高 △914 △1,635

当期変動額   

自己株式の取得 △721 △199

当期変動額合計 △721 △199

当期末残高 △1,635 △1,835

株主資本合計   

前期末残高 7,944,623 9,746,416

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 1,955,500 174,843

自己株式の取得 △721 △199

当期変動額合計 1,801,792 21,663

当期末残高 9,746,416 9,768,079
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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   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,460,482 633,258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △827,224 △323,975

当期変動額合計 △827,224 △323,975

当期末残高 633,258 309,282

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 397,237 △481,444

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △878,681 △126,346

当期変動額合計 △878,681 △126,346

当期末残高 △481,444 △607,790

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,857,720 151,814

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,705,905 △450,322

当期変動額合計 △1,705,905 △450,322

当期末残高 151,814 △298,507

純資産合計   

前期末残高 9,802,343 9,898,230

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 1,955,500 174,843

自己株式の取得 △721 △199

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,705,905 △450,322

当期変動額合計 95,887 △428,658

当期末残高 9,898,230 9,469,571
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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 3,331,446 315,619

減価償却費 2,797,470 3,148,528

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,936 △21,491

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 47,364 △255,291

長期未払金の増減額（△は減少） － 168,687

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 154,428 365,140

固定資産売却損益（△は益） △3,251,386 －

受取利息及び受取配当金 △65,631 △65,938

支払利息 735,696 812,316

持分法投資損益 40,970 58,254

売上債権の増減額（△は増加） 190,589 25,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 147,275 14,388

仕入債務の増減額（△は減少） △259,998 △137,801

その他 △107,518 33,196

小計 3,737,770 4,460,723

利息及び配当金の受取額 65,382 65,953

利息の支払額 △743,264 △817,959

法人税等の支払額 △434,055 △72,215

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 2,625,832 3,696,117

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） △2,696,796 2,297,376

投資有価証券の売却による収入 99,992 －

有形固定資産の取得による支出 △6,102,380 △9,028,935

有形固定資産の売却による収入 3,925,356 －

ゴルフ会員権の取得による支出 △21,380 △1,000

ゴルフ会員権の売却による収入 － 5,950

貸付けによる支出 △40,000 △34,000

貸付金の回収による収入 4,931 4,804

保険金の満期による収入 195,811 29,399

その他 42,538 △5,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,591,924 △6,731,934

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 △2,837,970 △3,566,124

長期借入れによる収入 5,751,500 6,164,104

配当金の支払額 △153,052 △153,467

その他 △721 △199

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,759,756 2,444,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,219 △20,426
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 792,444 △611,931

現金及び現金同等物の期首残高 1,554,410 2,346,855

現金及び現金同等物の期末残高 2,346,855 1,734,924
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（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 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

①連結の範囲に関する事項 
(Ⅰ) 連結子会社の数 １４社 
(Ⅱ) 非連結子会社の数 １社 

上記非連結子会社１社の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等はいずれも小規模で

あり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため除外しております。 
 

②持分法の適用に関する事項 
関連会社 ELEGANCE LINE S.A.に対する投資について持分法を適用しております。 
非連結子会社１社の当期純損益および利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体としても連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため除外しております。 
 

③連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社の決算日は、すべて３月 31 日であります。 
 

④会計処理基準に関する事項 
 (Ⅰ) 重要な資産の評価基準および評価方法 
    有価証券 
     その他有価証券     

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によってお

ります。 
 （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しております。） 
        時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。 

 デリバティブ 時価法によっております。 
 たな卸資産 先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）によっております。 
                  （会計方針の変更） 
                  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、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）が適用されたことに

伴い、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。 
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(Ⅱ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
有形固定資産 船舶については、主として定額法を採用しておりま

すが、一部の船舶について定率法を採用しておりま 

す。 
また、船舶以外の有形固定資産については、定率

法を採用しております。 
                     （耐用年数） 船 舶：13 年～15 年 
                            その他： ４年～47 年 

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ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用して

おります。） 
(Ⅲ) 重要な引当金の計上基準 

    貸倒引当金 債権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、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。     
賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額基

準により計上しております。 
    役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末におけ

る支給見込額を計上しております。 
    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および年金資産の見込額に基

づき計上しております。 
    特別修繕引当金 船舶の入渠検査に要する費用に充てるため、将来の

見積修繕額に基づいて計上しております。 
 (Ⅳ) 海運業収益および海運業費用の計上基準 
    運賃および運航費は連結会計年度末までに経過した航海日数に応じた金額を日割計算によ

り計上する発生日割基準によっております。貸船料、船費および借船料は連結会計年度末

までに発生した金額を計上しております。 
(Ⅴ) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 
 また、金利スワップについて特例処理の要件を満た

している場合には特例処理を、為替予約及び通貨ス

ワップについて振当処理の要件を満たしている場合

には振当処理を採用しております。 
 
ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ、為替予約 

 ヘッジ対象・・・借入金利息、外貨建予定取引 
 

ヘッジ方針 社内管理規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場

変動リスクおよび金利変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。 
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ヘッジの有効性の評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

額の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。なお、特例処理の適用要件を満た

している金利スワップについては、有効性の判定を

省略しております。 
 (Ⅵ) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

・ 船舶の建造借入金の支払利息の計上方法  
船舶の建造に係る金融機関からの借入金の支払利息のうち、竣工までに対応するもの

は取得価額に算入しております。 
・ 消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 
 

⑤連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 
⑥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（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金およ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ヶ月以内に償還の到来する短期投資からなっております。 

 

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 

① リース取引に関する会計基準 
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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。また、

この変更による損益への影響はありません。 
② 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 
   当連結会計年度より、「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 
 当社は平成 20 年６月 27 日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止および退

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、役員退職慰労引当金 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、前期まで役員退職労引当金に含めて表示しておりました理事の退職引当金 30 百万円は、

当連結会計年度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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連結財務諸表に関する注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
 前連結会計年度 当連結会計年度 
① 有形固定資産の減価償却累計額 14,433 百万円 17,579 百万円 
 
② 担保に供している資産および担保に係る債務 
 (Ⅰ) 担保に供している資産  

   船舶のうち        31,836 百万円 33,052 百万円  
投資有価証券のうち         200 百万円 521 百万円 

(Ⅱ) 担保に係る債務 
短期借入金            3,356 百万円 4,717 百万円 
長期借入金          23,976 百万円 22,955 百万円 
 

③ 保証債務 
     前連結会計年度      当連結会計年度 

(Ⅰ)銀行借入金に対する保証予約 
ELEGANCE LINE S.A. 1,623 百万円 1,280 百万円 

(Ⅱ)デリバティブ取引に対する保証予約 
   ELEGANCE LINE S.A.        1,623 百万円        1,280 百万円 
   上記デリバティブ取引（金利スワップ）は、関連会社の借入金に関する金利変動リスクを 

回避する目的のものであります。 
 

（連結株主資本等変動計算書関係） 
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） 
① 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 38,250,000 － － 38,250,000 
② 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 3,349 1,693 － 5,042 
 
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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 38,250,000 － － 38,250,000 
 

② 自己株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 5,042 924 － 5,966 
  （変動事由の概要） 
   増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
     単元未満株式の買取による増加 924 株  
 

共栄タンカー㈱(9130)　平成21年3月期　決算短信

19



③ 配当に関する事項 
 (Ⅰ) 配当金支払額 

決 議 株式の 
種 類 

配当金の総額

(百万円) 
1 株当たり

配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通 
株式 152 4.00 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

(Ⅱ) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 
次のとおり、決議を予定しております。 

決 議 株式の

種類 
配当の 
原資 

配当金の総

額(百万円) 
1株当たり

配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成21年6月26日 
定時株主総会 

普通 
株式 

利益 
剰余金 152 4.00 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

 
（セグメント情報） 

① 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度および当連結会計年度につきましては、当社およ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。 

② 所在地別セグメント情報                                                                 

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）は次のとおりであります。(単位：百万円) 

  日   本 中 南 米 その他 計 消去または全社 連      結  

  1. 売上高および営業損益        

      売  上  高        

      (1 )外部顧客に対        

          する売上高  10,804     511          －  11,315       －  11,315  

      (2 )セグメント間   

          の内部売上高    1,112   7,628        －    8,741  △8,741            － 

            計  11,916   8,140        －  20,057  △8,741   11,315  

      営 業 費 用  11,833   7,351        0  19,185  △8,741   10,444   

      営 業 利 益    83    788       △0    871      －   871  

  2. 資             産  9,136  37,516        0  46,652  △2,604   44,048  

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) は次のとおりであります。 (単位：百万円) 

 日   本 中 南 米 その他 計 消去または全社 連      結

 1. 売上高および営業損益       

     売  上  高       

     (1 )外部顧客に対       

         する売上高 10,132 502          － 10,635      － 10,635 

     (2 )セグメント間  

         の内部売上高 561 7,086        － 7,647 △7,647    －

           計 10,694 7,588   － 18,282 △7,647  10,635 

     営 業 費 用 10,179 6,997   － 17,177 △7,647  9,529 

     営 業 利 益 514 590   － 1,105   － 1,105 

 2. 資             産 11,629 43,257 0 54,887 △8,503  46,383 

(注)1.地域は地理的近接度により区分しております。 

2.本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  中南米：パナマ、バハマ 

        3.資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、前期：5,554百万円、当期：

2,216百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金・預金および有価証券）

および長期投資資金（投資有価証券等）であります。 
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③ 海外売上高                                                                              

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) は次のとおりであります。(単位：百万円) 

 項                     目 中  近  東 計  

  1. 海外売上高      11,315      11,315   

  2. 連結売上高       11,315   

  3. 海外売上高の連結売上高に占める割合     100.0%      100.0%   

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) は次のとおりであります。(単位：百万円) 

 項                     目 中  近  東 その他 計 

  1. 海外売上高 10,089 445  10,535 

  2. 連結売上高     10,635 

  3. 海外売上高の連結売上高に占める割合 94.9% 4.2%  99.1% 

     (注)1.地域は地理的近接度により区分しております。 

         2.各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

             中  近  東・・・ アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタ－ル 他 

      そ  の  他・・・ 東南アジア他 

    3.海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。 
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（1 株当たり情報） 
                        前連結会計年度     当連結会計年度 

１株当たり純資産額             258 円 81 銭       247 円 61 銭 
１株当たり当期純利益            51 円 13 銭         4 円 57 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載をしており

ません。 
  
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 
                      前連結会計年度     当連結会計年度 

損益計算書上の当期純利益          1,955 百万円       174 百万円 
普通株式に係る当期純利益          1,955 百万円       174 百万円 
普通株式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          38,245,925 株      38,244,747 株 

 

（開示の省略） 

  リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引に関

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

省略しております。 
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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 700,876 606,136

海運業未収金 134,964 109,848

短期貸付金 971,232 990,332

立替金 278,918 344,342

有価証券 2,747,038 449,834

繰延及び前払費用 94 79

代理店債権 3,767 3,894

未収還付法人税等 56,763 －

繰延税金資産 36,486 71,129

仮払金 171,349 19,968

その他流動資産 43,659 77,268

貸倒引当金 △1,323 △1,329

流動資産合計 5,143,826 2,671,505

固定資産   

有形固定資産   

建物 87,953 89,660

減価償却累計額 △64,300 △66,905

建物（純額） 23,653 22,755

器具及び備品 11,887 13,650

減価償却累計額 △1,599 △2,363

器具及び備品（純額） 10,288 11,287

土地 47,971 47,971

有形固定資産合計 81,913 82,014

無形固定資産   

ソフトウエア 7,157 5,030

電話加入権 1,509 1,509

無形固定資産合計 8,666 6,539

投資その他の資産   

投資有価証券 1,707,027 1,160,785

関係会社株式 203,477 203,634

出資金 3,678 878

関係会社長期貸付金 6,908,089 9,053,116

長期前払費用 49,820 56,183

入会金 73,300 65,244

保険積立金 64,637 35,237

繰延税金資産 － 463,020

その他長期資産 46,507 47,884

投資その他の資産合計 9,056,540 11,085,985
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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) 

固定資産合計 9,147,120 11,174,539

資産合計 14,290,947 13,846,045

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 182,042 175,919

1年内返済予定の長期借入金 820,800 2,168,300

未払金 5,487 6,480

未払費用 47,806 28,879

未払法人税等 － 530,156

前受金 75,186 205,436

預り金 79,995 27,972

引当金   

賞与引当金 78,684 66,446

役員賞与引当金 16,670 14,170

引当金計 95,354 80,616

その他流動負債 － 11,293

流動負債合計 1,306,673 3,235,053

固定負債   

長期借入金 4,070,000 1,901,700

引当金   

退職給付引当金 505,850 484,358

役員退職慰労引当金 255,291 －

引当金計 761,142 484,358

繰延税金負債 17,375 －

その他固定負債 － 168,687

固定負債合計 4,848,517 2,554,746

負債合計 6,155,190 5,789,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,850,000 2,850,000

資本剰余金   

資本準備金 518,694 518,694

資本剰余金合計 518,694 518,694

利益剰余金   

利益準備金 193,805 193,805

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,941,633 4,182,021

利益剰余金合計 4,135,438 4,375,826

自己株式 △1,635 △1,835

株主資本合計 7,502,497 7,742,686
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 633,258 309,282

繰延ヘッジ損益 － 4,276

評価・換算差額等合計 633,258 313,559

純資産合計 8,135,756 8,056,245

負債純資産合計 14,290,947 13,846,045
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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   

運賃 1,100,658 －

貸船料 10,053,207 9,819,958

その他海運業収益 762,810 874,079

海運業収益合計 11,916,676 10,694,038

海運業費用   

運航費 468,616 －

船費   

船員費 67,783 －

退職給付引当金繰入額 6,795 －

賞与引当金繰入額 5,155 －

船費合計 79,733 －

借船料 9,727,816 8,623,712

その他海運業費用 704,359 742,601

海運業費用合計 10,980,525 9,366,314

海運業利益 936,150 1,327,724

一般管理費 852,908 813,282

営業利益 83,242 514,442

営業外収益   

受取利息 241,788 230,514

有価証券利息 13,780 11,484

受取配当金 534,629 44,617

受取保険金 － 30,925

その他営業外収益 16,880 16,466

営業外収益合計 807,078 334,007

営業外費用   

支払利息 163,377 134,793

為替差損 13,113 21,563

その他営業外費用 932 8,027

営業外費用合計 177,423 164,384

経常利益 712,897 684,064

特別利益   

土地売却益 5,003 －

特別利益合計 5,003 －

税引前当期純利益 717,901 684,064

法人税、住民税及び事業税 132,921 586,405

法人税等調整額 184,371 △295,708

法人税等合計 317,292 290,696

当期純利益 400,608 393,368
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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 2,850,000 2,850,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,850,000 2,850,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 518,694 518,694

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 518,694 518,694

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 193,805 193,805

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 193,805 193,805

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,694,010 3,941,633

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 400,608 393,368

当期変動額合計 247,622 240,388

当期末残高 3,941,633 4,182,021

利益剰余金合計   

前期末残高 3,887,816 4,135,438

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 400,608 393,368

当期変動額合計 247,622 240,388

当期末残高 4,135,438 4,375,826

自己株式   

前期末残高 △914 △1,635

当期変動額   

自己株式の取得 △721 △199

当期変動額合計 △721 △199

当期末残高 △1,635 △1,835
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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) 

株主資本合計   

前期末残高 7,255,596 7,502,497

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 400,608 393,368

自己株式の取得 △721 △199

当期変動額合計 246,900 240,188

当期末残高 7,502,497 7,742,686

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,460,482 633,258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △827,224 △323,975

当期変動額合計 △827,224 △323,975

当期末残高 633,258 309,282

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 4,276

当期変動額合計 － 4,276

当期末残高 － 4,276

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,460,482 633,258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △827,224 △319,699

当期変動額合計 △827,224 △319,699

当期末残高 633,258 313,559

純資産合計   

前期末残高 8,716,079 8,135,756

当期変動額   

剰余金の配当 △152,986 △152,979

当期純利益 400,608 393,368

自己株式の取得 △721 △199

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △827,224 △319,699

当期変動額合計 △580,323 △79,510

当期末残高 8,135,756 8,056,245
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（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 

該当事項はありません。 

 

（５）その他 

   役員の異動 

    現在、該当事項はありません。役員の異動に関する決議があり次第発表をいたします。 
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