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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 25,287 △51.9 △4,453 ― △4,803 ― △2,636 ―
21年3月期第1四半期 52,629 ― 9,914 ― 10,128 ― 6,338 ―

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

22年3月期第1四半期 △10.30 ―
21年3月期第1四半期 24.51 ―

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

22年3月期第1四半期 124,614 37,397 29.6 143.86
21年3月期 117,389 39,303 33.0 151.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  36,840百万円 21年3月期  38,729百万円

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

21年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

53,000 △52.7 △6,000 ― △6,500 ― △500 ― △1.95

通期 110,000 △37.3 △7,000 ― △8,000 ― △5,000 ― △19.52
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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、6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、6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、その他特記事項 
上記業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能
性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、5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参
照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 263,549,171株 21年3月期  263,549,171株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,456,067株 21年3月期  7,450,422株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 256,096,145株 21年3月期第1四半期 258,593,623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 1 四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで）の国内外の経済は、米

国の金融危機に端を発した急激で世界的な景気後退局面から、一部で生産や株価に回復の兆しがみえる

など、 悪期は脱しつつあるものの、個人消費や民間需要の低迷により厳しい状況が続きました。 

海運業界におきましては、昨年の秋以降低迷を続けていた外航不定期船市況も、本年 2 月頃から中国

向けの鉄鉱石や石炭など撒積み貨物の荷動きが増したことにより、大型船を中心に市況が徐々に回復の兆

しを見せはじめ、5 月以降回復基調が続いております。 

一方、内航海運市況は国内荷動き量の減少に未だ歯止めがかからず、相変わらず厳しい状況が続いて

おります。 

このような状況のもと、当社グループは全力を挙げてコストの削減、効率配船に努めましたが、当第1四半

期連結累計期間は、主に市況リスクの高い高コストの短期用船の影響が大きく、大幅な減益となり損失を計

上いたしました。 

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は252億87百万円（前年同期比273億42百万円、

51.9％減）、営業損失44億53百万円（前年同期は99億14百万円の利益）、経常損失48億3百万円（前年同

期は101億28百万円の利益）、四半期純損失26億36百万円（前年同期は63億38百万円の利益）となりまし

た。 

 

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

（海運業） 

海運業につきましては、当第1四半期連結累計期間の売上高は252億37百万円と前年同期比273億22百

万円、52.0％減少となり、営業損失は44億76百万円（前年同期は98億90百万円の利益）となりました。 

 
〔外航海運業〕 

専用船部門 

専用船部門は、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石・石炭をケープ型（約13万重量トン超）にて輸送することを

主な事業としております。平成21年第2四半期（暦年：4～6月）の世界の粗鋼生産量は、前年同期比20％減

の285百万トンを記録いたしました。引き続き世界一の生産量を記録した中国は、前年同期並みの139百万

トンと堅調に推移いたしましたが、一方、国内は前年同期比40％減の19百万トンと近年 低のレベルとなり

ました。 

運賃市況については、国内及び欧州向けの荷動きが低迷したものの、堅調な中国の鉄鉱石輸入が牽引

し、概ね高水準を維持いたしました。 

このような状況のもと、国内だけでなく中国の製鉄会社も含めた安定荷主との長期契約による貨物輸送を

中心に、日本、中国、豪州、欧州、南米間のコンビネーション輸送も行い、効率運航に努めた結果、前年同

期比では減益となりましたが、概ね所期の予想を改善することができました。 

 

油送船部門 

油送船部門におきましては、10 万重量トン型タンカー１隻を保有し、国内荷主向けの長期契約により、所

期の目標どおりの収益を確保いたしました。 

 

不定期船部門 

中型不定期船分野(約 4 万重量トンから約 10 万重量トンまで)におきましては、石炭専用船とパナマックス

型(約 7 万重量トン)を中心とした国内電力会社向けの一般炭輸送、また、主にパナマックス型及びハンディ

マックス型(約 5 万重量トン)による国内製鉄会社向けの鉄鋼原料輸送やインド、豪州、中国向けなどの三国

間の非鉄鉱石、鉄鉱石、石炭輸送を中心に営業を展開いたしました。しかしながら、世界景気及び日本の

景気後退の影響は避けられず、平成 21 年度第 1 四半期は厳しい結果とならざるを得ませんでした。その様

な環境の中、中国向けの鉄鉱石及び同国向け石炭の海上荷動き量が増加し、それにより市況の回復が見

られ、6 月以降の損益改善の一因となりましたが、前年同期比では大幅に減益となりました。 

 

小型不定期船分野（約3万重量トンまで）におきましても、大型船と同様昨年度後半から市況は大幅に下

落しましたが、2月以降回復が見られました。このような状況のもと、北米向け鋼材輸送、北米・中南米からの

肥料・穀物輸送等での効率的な配船・運航に努めました結果、前年同期比では減益となりましたが、所期の
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予想を改善することができました。 

また、東南アジア・中国地域を中心とする近海水域では、荷動きの低下によりマーケットは低迷しました

が、ロシア積み一般炭、東南アジア向け鋼材輸送等の効率配船に努めました結果、前年同期比では減益と

なりましたが、所期の予想を改善することができました。 

 

〔内航海運業〕 

内航部門 

内航部門では、石灰石、セメント、石炭の各専用船並びに一般貨物船により、石灰石、セメント、石炭、鋼

材、砕石、穀物、雑貨等を国内需要家向けに輸送しております。石炭専用船は順調に稼働したものの、石

灰石及びセメント専用船におきましては、公共事業の削減や住宅着工戸数減に歯止めがかからず、セメント

生産量・販売量が減少したため、専用船の収益は所期の目標を達成することができませんでした。一般貨

物船におきましても、鉄鋼業界の急激な大幅減産を受けて、一般貨物運賃が低迷し、また燃料油価格の高

騰等も収益を圧迫し、所期の目標を達成することができませんでした。 

 

（その他事業） 

当社グループでは、主力の海上輸送事業を支えるため、また事業多角化の一環として、船用品等商品販

売業、荷敷用木材販売業、不動産賃貸業等を営んでおります。当第 1 四半期連結累計期間の売上高は 1

億 56 百万円（前年同期比 25 百万円、13.8％減）、営業利益は 22 百万円（前年同期比 1 百万円、4.3％減）

となり、総じて所期の目標に沿い着実に運営されており、グループ経営基盤の強化と効率性の追求に寄与

しております。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて72億25百万円増加（6.2％増）し、1,246億14百万円となりました。

流動資産は99億92百万円増加（前連結会計年度末比27.1％増）し、一方、固定資産は27億67百万円減少

（前連結会計年度末比3.4％減）となりました。流動資産の増加は、主に船舶の売却及び運転資金の借入れ

に伴う現金及び預金の増加によるものであり、固定資産の減少は、投資有価証券の時価が上昇している一

方、船舶の売却に伴う有形固定資産の減少によるものであります。 

 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて91億31百万円増加（11.7％増）し、872億17百万円となりまし

た。流動負債は32億14百万円増加（前連結会計年度末比8.8％増）し、固定負債も59億16百万円増加（前

連結会計年度末比14.2％増）となりました。これは、主に運転資金の借入れの増加によるものであります。 

 

（純資産） 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加があるものの、依然厳しい海運市況を反映した四半

期純損失の計上により、19億6百万円減少（前連結会計年度末比4.8％減）し、373億97百万円となりました。

これにより、自己資本比率は、前連結会計年度末の33.0％から29.6％へ減少いたしました。 

 

 またキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

主に厳しい海運市況を反映した経常損失の計上により、21 億 35 百万円の支出（前年同期は 52 百万円の

収入）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

財政状態の健全化を図るため、保有する有形固定資産（船舶）を売却したことにより、63億99百万円の収

入（前年同期は 36 億 19 百万円の支出）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

設備借入れの繰上返済及び約定返済による支出がある一方、運転資金の借入れにより、47 億 51 百万円

の収入（前年同期は 35 億 59 百万円の支出）となりました。 
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この結果、当第 1 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 247 億 21 百万円とな

り、前連結会計年度末と比べ 90 億 83 百万円増加いたしました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の海運市況を取り巻く環境は、わが国を含め、米国、欧州等の本格的な経済回復にはまだ時間がか

かり、今しばらくは先行き不透明な状況が続き、決して楽観できる環境にはありません。しかしながら、実需を

背景として外航不定期船市況は着実に回復基調をたどっております。 

また、当社グループは中期経営計画『Daiichi Vision =The Challenge=』で目標に掲げた、「早期復配の達

成と配当体制の構築」を目指し、自社関係船の売却、市況リスクの高い用船の早期返船、用船料の減額等

によるコスト削減の諸施策を着実に実行しております。 

このような状況のもと、平成 21 年度第 2 四半期連結累計期間の業績は、売上高 530 億円、営業損失 60

億円、経常損失 65 億円、四半期純損失 5 億円と予想しております。また、通期の連結業績につきましては、

売上高 1,100 億円、営業損失 70 億円、経常損失 80 億円、当期純損失 50 億円を予想しております。 

 

7 月以降の業績見通しの主な前提といたしましては､為替レートを 1 ドル 90 円､燃料油価格を 1 トン 400 ド

ル（ボンド油 180cst 京浜補油ベース）と想定しております。 

 

上記業績予想の修正につきましては、本日付けにて別途発表いたしております「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

 

なお、この業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づき算定さ

れたものでありますが、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性があります。上述の為替レー

トや燃料油価格前提の変化以外に、当社グループの事業領域をとりまく企業の設備投資動向や個人消費

動向等の様々な経済情勢、海運業における船腹需給の変化や金利情勢等、業績に影響を与えうる様々な

要素が含まれていることをご承知おきください。 
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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の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

・法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(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 

（表示方法の変更） 

四半期連結貸借対照表関係 

前第 1 四半期連結会計期間において、「固定負債」の「その他」に含めておりました「リース債務」(前

第 1 四半期連結会計期間 245 百万円)は、金額的重要性が増したため、当第 1 四半期連結会計期間

より区分掲記することに変更しております。 

 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

1.EDINET への XBRL 導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、次のとおり表示を変更し

ております。 

①前第 1 四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりまし

た「無形固定資産減価償却費」(前第 1 四半期連結累計期間 16 百万円)は「有形固定資産減価償却

費」とあわせ、当第 1 四半期連結累計期間より「減価償却費」に含めて掲記することといたしました。 

 

②前第 1 四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「短期投資の増加による支

出」として掲記されていたものは、当第 1 四半期連結累計期間より「定期預金の純増減額(△は増加)」

に表示を変更しております。 

 

2.前第 1 四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示して

おりました「未払金の増減額（△は減少）」（前第 1 四半期連結累計期間 82 百万円）及び「特別修繕引

当金の増減額(△は減少)」(前第 1 四半期連結累計期間 53 百万円)は、金額的重要性が増したため、

それぞれ区分掲記することといたしました。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,931 15,833

受取手形及び営業未収金 6,480 6,945

有価証券 15 15

貯蔵品 3,350 2,131

繰延及び前払費用 2,075 2,663

代理店債権 1,368 1,273

未収還付法人税等 6,198 6,186

繰延税金資産 35 78

その他 2,426 1,754

貸倒引当金 △73 △66

流動資産合計 46,808 36,816

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 50,122 53,751

その他（純額） 1,248 1,282

建設仮勘定 17,728 17,375

有形固定資産合計 69,099 72,409

無形固定資産 217 209

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 5,903

繰延税金資産 216 242

その他 1,313 1,849

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 8,488 7,955

固定資産合計 77,806 80,573

資産合計 124,614 117,389
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 8,111 6,973

短期借入金 23,414 24,979

未払法人税等 69 355

繰延税金負債 210 287

前受金 1,220 1,249

賞与引当金 105 262

その他 6,585 2,394

流動負債合計 39,716 36,502

固定負債   

長期借入金 39,559 33,272

リース債務 1,358 1,369

繰延税金負債 1,875 1,698

退職給付引当金 1,473 1,504

役員退職慰労引当金 367 475

特別修繕引当金 965 1,178

負ののれん 79 90

その他 1,821 1,995

固定負債合計 47,500 41,584

負債合計 87,217 78,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,258 13,258

資本剰余金 795 795

利益剰余金 29,213 31,849

自己株式 △4,695 △4,693

株主資本合計 38,571 41,209

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,250 594

繰延ヘッジ損益 △1,944 △1,930

為替換算調整勘定 △1,036 △1,143

評価・換算差額等合計 △1,730 △2,480

少数株主持分 556 573

純資産合計 37,397 39,303

負債純資産合計 124,614 117,389

8

第一中央汽船㈱　(9132)　平成22年3月期　第1四半期決算短信



(2)四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 52,629 25,287

売上原価 41,142 28,474

売上総利益又は売上総損失（△） 11,487 △3,187

一般管理費 1,572 1,266

営業利益又は営業損失（△） 9,914 △4,453

営業外収益   

受取利息 43 3

受取配当金 116 78

負ののれん償却額 10 10

持分法による投資利益 19 26

為替差益 241 －

その他 10 10

営業外収益合計 442 129

営業外費用   

支払利息 168 236

為替差損 － 166

その他 59 77

営業外費用合計 228 480

経常利益又は経常損失（△） 10,128 △4,803

特別利益   

用船契約解約金 104 －

特別修繕引当金戻入額 － 241

固定資産売却益 － 5,955

特別利益合計 104 6,197

特別損失   

投資有価証券評価損 － 15

用船契約解約金 － 4,017

貸倒引当金繰入額 35 －

特別損失合計 35 4,032

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

10,196 △2,639

法人税、住民税及び事業税 3,819 61

法人税等調整額 16 △53

法人税等合計 3,836 7

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △9

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,338 △2,636
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

10,196 △2,639

有形固定資産減価償却費 1,716 －

減価償却費 － 1,920

固定資産売却損益（△は益） － △5,955

投資有価証券評価損益（△は益） － 15

受取利息及び受取配当金 △159 △81

支払利息 168 236

持分法による投資損益（△は益） △10 △26

為替差損益（△は益） 159 197

売上債権の増減額（△は増加） △1,923 469

貯蔵品の増減額（△は増加） △861 △1,216

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） △442 593

仕入債務の増減額（△は減少） 1,274 1,135

前受金の増減額（△は減少） 207 △23

未払金の増減額（△は減少） － 3,989

特別修繕引当金の増減額（△は減少） － △200

その他 112 △54

小計 10,436 △1,640

利息及び配当金の受取額 148 81

利息の支払額 △180 △234

法人税等の支払額 △10,351 △342

営業活動によるキャッシュ・フロー 52 △2,135

投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期投資の増加による支出 △24 －

定期預金の純増減額（△は増加） － △13

有価証券の償還による収入 200 －

有形固定資産の取得による支出 △3,746 △2,005

有形固定資産の売却による収入 － 8,444

その他 △48 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,619 6,399

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） － △1,260

長期借入れによる収入 2,531 8,490

長期借入金の返済による支出 △1,175 △2,454

自己株式の取得による支出 △1,263 △1

配当金の支払額 △3,631 △2

少数株主への配当金の支払額 △9 △9

その他 △11 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,559 4,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,059 9,083

現金及び現金同等物の期首残高 21,427 15,637

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,368 24,721
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(4)  継続企業の前提に関する注記 
 

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 
 

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】 
 

前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) 
 

 
海運業 

（百万円） 

その他事業 

（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) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

52,559

－

70

111

52,629

111

 

－ 

 

 

(  111) 

52,629

－

計 52,559 181 52,741 (  111) 52,629

営 業 利 益         9,890 23 9,914 0 9,914

 

 

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 
 

 
海運業 

（百万円） 

その他事業 

（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) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

25,237

－

49

106

25,287

106

 

－ 

 

 

(  106) 

25,287

－

計 25,237 156 25,394 (  106) 25,287

営 業 利 益         (△損失) △4,476 22 △4,454 0 △4,453

 
(注)１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．海運業の主なものは、外・内航海上輸送オペレーター業及び船舶貸渡業であります。 
３．その他事業の主なものは、船用品等商品販売業及び不動産賃貸業であります。 
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【所在地別セグメント情報】 
 

前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) 
 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載
を省略しております。 

 

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 
 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載
を省略しております。 
 
 
【海外売上高】 
 

前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) 
 
 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 20,926 16,479 5,929 5,825 49,160

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  52,629

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 39.7 31.3 11.3 11.1 93.4
  
 

 

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 
 
 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 7,071 9,960 2,619 2,866 22,518

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  25,287

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 28.0 39.4 10.4 11.3 89.1
  
 
(注)１．海外売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
（１）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
（２）各区分に属する主な国又は地域 

ア ジ ア・・・インドネシア・中国 
オ セ ア ニ ア・・・オーストラリア・ニューカレドニア 
北 米・・・米国・カナダ 
その他の地域・・・ブラジル・南アフリカ 

 

 

(6)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 

当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 
 

該当事項はありません。 
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