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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 2,475 △53.6 △129 ― △266 ― △4,907 ―
21年3月期第1四半期 5,338 ― △390 ― △558 ― △557 ―

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 △68.69 ―
21年3月期第1四半期 △10.12 ―

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 23,730 3,790 16.0 28.14
21年3月期 22,433 1,205 5.4 21.92

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,790百万円 21年3月期  1,205百万円

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 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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  無   

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

4,260 △61.7 △300 ― △570 ― △5,210 ― △50.56

通期 8,170 △57.9 △500 ― △1,060 ― △5,140 ― △43.27
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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  無  

(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） 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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等について
は、４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。 
なお、１株当たり当期純利益につきましては、平成21年６月12日に実施いたしました新株発行に伴い発行済株式数が変動したため、前回公表数字を修正
しております。 
修正後の１株当たり当期純利益予想の前提となる発行済株式数等の情報は以下の通りです。 
期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 134,700,000株 22年3月期 134,700,000株 
期末自己株式数 22年3月期第2四半期 24,235株 22年3月期 24,235株 
期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 103,055,932株 22年3月期 118,779,455株 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

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 134,700,000株 21年3月期  55,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  24,235株 21年3月期  23,199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  71,436,098株 21年3月期第1四半期 54,979,980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 (平成 21 年４月１日から平成 21 年６月 30 日)におけるわが国経済は、一部の

景気指標で改善の兆しは見られるものの、世界的な金融危機の実体経済への影響は深刻であり、

厳しい雇用環境など引き続き厳しい状況が続いております。 

海運市況においては、タンカー市況は原油需要の低迷から引き続き低迷しましたが、不定期

船市況においては５月下旬以降、中国の内需拡大策による原料輸入の拡大により船腹需要の回

復の兆しも見えてきております。 

このような状況のもと、当社グループにおいては赤字運航を余儀なくされていた、海外船社

より用船していた撒積船５隻について、将来的な海運市況変動リスクを回避するとともに、一

括して解約料を前払いすることによって、将来支払うべき用船料債務総額の減額を図る観点か

ら、長期用船契約を期限前解約し解約料総額約 75 億円を支払うことといたしました。 

 

これに伴い当社は解約料の資金調達を行う必要性が生じ、また、当社事業体制の再構築を図

るため、平成 21 年５月 28 日開催の取締役会において、当社の筆頭株主であり長年の事業パー

トナーである日本郵船株式会社（以下「日本郵船」といいます。）を割当先とする、7,492 百万

円の第三者割当増資の実施を決議するとともに、日本郵船の協力･支援の下で、機動的な意思決

定および実行を可能にする体制の整備が必要であるとの観点から、株式交換による完全子会社

化に関する基本合意書を締結しました。なお、第三者割当増資は平成 21 年６月 12 日に払い込

みが完了しております。 

 

また、平成 21 年５月 28 日に締結した基本合意書に基づき、平成 21 年７月 27 日開催の取締

役会において、日本郵船を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を

実施することを決定し、同日、両社の間で株式交換契約書を締結いたしました。 

内容につきましては、同日公表いたしました「日本郵船株式会社による太平洋海運株式会社

の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」に記載の通りでございます。 

 

事業活動におきましては、４月に 19 型新造ケミカルタンカーが竣工し、新たに船隊に加わり

当社収益に寄与することとなりましたが、前期に VLCC５隻を売船したことや、撒積船５隻の
用船契約期限前解約を行ったこと等に伴い、油槽船部門・貨物船部門ともに船隊規模・売上と

もに減少することとなりました。 

 

船舶管理部門においては、最重要課題である海難事故ゼロを目標とした安全運航の徹底と、

ＩＴを活用した効率的な船舶管理システムの構築、適正な船費管理によるコスト削減に全社を

挙げて取り組みました。 
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以上の結果、当第１四半期連結会計期間における、売上高は 2,475 百万円(前年同期比 2,863

百万円減)となりましたが、損益面につきましては、用船契約期限前解約に伴う特別損失の計上

などもあり、営業損失 129 百万円(前年同期比 261 百万円減)、経常損失 266 百万円(前年同期比

292 百万円減)、四半期純損失 4,907 百万円(前年同期比 4,351 百万円増)となりました。 

 

 

２. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は前期末に比べて 1,297 百万円増加し、23,730 百万円となりました。

これは、主に、新造船１隻の竣工等により固定資産が 2,352 百万円増加した一方、現金及び預

金が 1,071 百万円減少したことによるものです。 

負債合計額は、前期末に比べて 1,287 百万円減少し、19,940 百万円となりました。 

これは主に、新造船１隻竣工に伴い借入金が 2,313 百万円増加した一方、用船解約損失引当

金を 3,698 百万円取り崩したことによるものです。 

なお、用船解約損失引当金の減少額 3,698 百万円の主な内訳は、当第１四半期連結会計期間

に発生した撒積船５隻の運航損失への充当 705 百万円、及び、船主に対して用船契約期限前解

約に伴い返船を行ったことによる目的外使用 2,864 百万円であります。 

純資産の部は、前期末に比べて 2,585 百万円増加し、3,790 百万円となりました。 

これは、利益剰余金が 4,907 百万円減少した一方、第三者割当増資により資本金が 3,746 百

万円、資本準備金が 3,746 百万円増加したことによるものです。 

 

 

３. 連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成 21 年６月 23 日に公表いたしまし

た数値から、また、通期の連結業績予想につきましては、平成 21 年５月 28 日に公表いたしま

した数値から変更しておりません。 

 

 

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 

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 

該当事項はありません。 
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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 4,562,705 5,633,268 
受取手形及び海運業未収金 506,368 525,490 
貯蔵品 137,652 67,846 
繰延及び前払費用 307,883 351,828 
その他流動資産 120,975 111,030 
貸倒引当金 △2,457 △1,635 
流動資産合計 5,633,126 6,687,827 

固定資産   
有形固定資産   
船舶 25,903,268 22,116,120 
減価償却累計額 △8,866,740 △8,497,517 
船舶（純額） 17,036,528 13,618,603 

建設仮勘定 800,673 1,859,674 
その他有形固定資産 85,286 85,285 
減価償却累計額 △66,471 △65,084 

その他有形固定資産（純額） 18,815 20,201 

有形固定資産合計 17,856,016 15,498,478 

無形固定資産 9,650 10,447 
投資その他の資産   
破産更生債権等 273,762 280,092 
その他長期資産 230,739 239,924 
貸倒引当金 △273,762 △284,092 
投資その他の資産合計 230,739 235,924 

固定資産合計 18,096,405 15,744,849 

資産合計 23,729,531 22,432,676 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び海運業未払金 928,291 841,845 
短期借入金 3,181,500 3,924,500 
1年内返済予定の長期借入金 2,058,816 1,808,200 
引当金   
賞与引当金 7,293 56,831 
用船解約損失引当金 662,469 － 
引当金計 669,762 56,831 

その他流動負債 600,198 477,934 
流動負債合計 7,438,567 7,109,310 

固定負債   
長期借入金 12,187,434 9,382,100 
金利スワップ 124,147 123,182 
引当金   
役員退職慰労引当金 50,070 97,070 
退職給付引当金 20,873 26,785 
特別修繕引当金 118,790 129,200 
用船解約損失引当金 － 4,359,800 

引当金計 189,733 4,612,855 

固定負債合計 12,501,314 14,118,137 

負債合計 19,939,881 21,227,447 
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 6,495,900 2,750,000 
資本剰余金 4,118,712 372,812 
利益剰余金 △6,821,972 △1,914,708 
自己株式 △2,990 △2,875 
株主資本合計 3,789,650 1,205,229 

純資産合計 3,789,650 1,205,229 

負債純資産合計 23,729,531 22,432,676 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

海運業収益 5,337,586 2,474,890 
海運業費用 5,480,159 2,398,244 
海運業利益又は海運業損失（△） △142,573 76,646 

一般管理費 247,672 205,983 

営業損失（△） △390,245 △129,337 

営業外収益   
受取利息 19 53 
為替差益 25,104 － 
業務受託料 － 3,000 
その他 128 1,334 
営業外収益合計 25,251 4,387 

営業外費用   
支払利息 177,898 130,657 
金利スワップ評価損 － 965 
為替差損 － 2,503 
持分法による投資損失 － 3,745 
その他 15,157 3,669 
営業外費用合計 193,055 141,539 

経常損失（△） △558,049 △266,489 

特別利益   
用船解約損失引当金戻入額 － 2,992,233 
その他特別利益 － 83,770 
特別利益合計 － 3,076,003 

特別損失   
用船解約金 － 7,246,061 
その他特別損失 － 469,000 
特別損失合計 － 7,715,061 

税金等調整前四半期純損失（△） △558,049 △4,905,547 

法人税、住民税及び事業税 8,059 1,716 
法人税等調整額 △9,595 － 
法人税等合計 △1,536 1,716 

四半期純損失（△） △556,513 △4,907,264 
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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）

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損失（△） △558,049 △4,905,547 
減価償却費 785,299 371,406 
賞与引当金の増減額（△は減少） △50,374 △49,538 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,706 △5,912 
特別修繕引当金の増減額（△は減少） △42,000 △10,410 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,662 △47,000 
用船解約損失引当金の増減額（△は減少） － △3,697,331 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,000 △9,508 
受取利息及び受取配当金 △19 △53 
支払利息 177,898 130,657 
為替差損益（△は益） △12,364 6,922 
受取手形及び海運業未収金の増減額 4,996 25,453 
持分法による投資損益（△は益） － 3,745 
スワップ解約手数料 － 469,000 
用船解約金 － 7,246,061 
たな卸資産の増減額（△は増加） 66,346 △69,807 
仕入債務の増減額（△は減少） 581,963 86,446 
その他の資産の増減額（△は増加） △147,034 △10,207 
その他の負債の増減額（△は減少） 302,798 113,111 
その他 △81,579 52,187 

小計 1,044,249 △300,325 

利息及び配当金の受取額 55 316 
利息の支払額 △182,735 △107,514 
スワップ解約手数料の支払額 － △469,000 
用船解約金の支払額 － △7,246,061 
法人税等の還付額 1,189 － 
法人税等の支払額 △20,980 △18,587 
営業活動によるキャッシュ・フロー 841,778 △8,141,171 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △1,413 △2,731,248 
投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,359 4,143 
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,772 △2,727,105 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の返済による支出 － △743,000 
長期借入れによる収入 － 3,258,000 
長期借入金の返済による支出 △757,565 △202,050 
株式の発行による収入 － 7,491,800 
その他 △18 △115 

財務活動によるキャッシュ・フロー △757,583 9,804,635 

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,364 △6,922 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,787 △1,070,563 

現金及び現金同等物の期首残高 1,473,331 5,633,268 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,565,118 4,562,705 
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(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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成 21 年６月 12 日付で、日本郵船株式会社から第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第 1 四半期連結会計期間において資本金が 3,745,900 千円、資本準

備金が 3,745,900 千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が 6,495,900

千円、資本準備金が 4,045,173 千円となっております。 

 

 

６. その他の情報 

（重要な後発事象） 

株式交換契約の締結  

（株式交換契約の締結） 

当社は、日本郵船株式会社（以下「日本郵船」といいます。）と、平成 21 年７月 27 日開催の

当社取締役会承認の上、同日、日本郵船を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社と

する株式交換契約書を締結いたしました。 

 

（経緯、目的及び理由） 

当社は、平成 20 年 10 月以降、撒積船４隻の再用船先から用船契約の一方的な期限前解約の

通告を受け、また、同じく撒積船２隻の再用船先が会社再建手続を申請したことから、再用船

先からの再用船料の入金が滞る一方、当社は船主への用船料を支払い続けるという状況となり

ました。 

当社としては、船主との用船契約の継続が、今後の経営において大きな障害となることが懸

念されたことから上記撒積船に関わる船主との用船契約を期限前解約すべく各船主と交渉した

結果、合意に達し解約料総額約 75 億円を支払うことといたしました。 

上記の解約料負担に伴い、平成 22年３月期業績予想について当期純損失予想が 930百万円（平

成 21 年５月 8 日公表）から 5,140 百万円（平成 21 年５月 28 日公表）に拡大する見込みとなっ

たことから解約料支払の為の資金を調達すると同時に、財務基盤を安定化させるべく、長年の

事業パートナーである日本郵船を割当先とする、7,492 百万円の第三者割当増資（以下「本増

資」といいます。）を実施いたしました。（本増資は平成 21 年６月 12 日に払い込みが完了して

おります。） 

また、当社と日本郵船は、今後の当社の事業の再構築を早期に実現するべく、株式交換によ

る完全子会社化に関する基本合意書（平成 21 年５月 28 日付け）を締結いたしました。 

 

本増資の実施に伴い当社は日本郵船の子会社となっており、経営の安定化に一定の成果をあ

げつつあるところですが、当社のこれまでの事業体制及び事業計画の見直しを必要とすること

から早期の事業再構築を実現させるためには、日本郵船の協力・支援の下で、機動的な意思決

定および実行を可能にする体制を整備することが、今後必要となると考えられ、このため日本

郵船の完全子会社となるべく株式交換契約書を締結いたしました。 
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株式交換契約書（以下「本契約」という。）の内容（要約）  

 

１. 契約締結当事者 

日本郵船株式会社（以下「甲」という。）と当社(以下「乙」という。）。 

 

２. 株式交換 

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全

子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は乙の発行済普通株式の

全部（但し、甲が所有する乙の普通株式を除く。）を取得する。 

  

３. 株式交換に際して交付する株式及びその割当て 

(1) 甲は、本株式交換に際して、本効力発生日（４.において定義する。以下同じ。）の前日

の最終の乙の株主名簿に記載又は記録された乙の株主（但し、甲を除く。）に対して、

その所有する乙の普通株式に代わり、その所有する乙の普通株式数の合計に 0.244 を乗

じた数の甲の普通株式を交付する。 

(2) 甲は、本株式交換に際して、前項の甲の普通株式を、本効力発生日の前日の最終の乙の

株主名簿に記載又は記録された乙の株主（但し、甲を除く。）に対し、当該株主の所有

する乙の普通株式１株につき、甲の普通株式 0.244 株をもって割り当てる。但し、会社

法第 785 条の規定に基づき、その有する株式の買取りの請求をした乙の株主については、

当該株主に代えて、乙に対し、甲の普通株式を割り当てる。 

  

４. 効力発生日 

本株式交換の効力発生日（以下「本効力発生日」という。）は、平成 21 年 12 月１日とす

る。但し、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上、合意によ

りこれを変更することができる。 

  

５. 株式交換契約の承認株主総会 

(1) 甲は、会社法第 796 条第３項の規定により、本契約につき、甲の株主総会の決議による

承認を得ないで、本株式交換を行うものとする。但し、会社法第 796 条第４項の規定に

従い、甲の株主総会の承認を要することとなった場合には、甲は、本効力発生日の前日

までに、甲の株主総会において、本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する決

議を求める。 

(2) 乙は、平成 21 年 10 月 16 日を開催日として株主総会を招集し、本契約の承認及び本株

式交換に必要な事項に関する決議を求めるものとする。但し、本株式交換の手続の進行

上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができ

る。 

  

６. 本契約の効力 

本契約は、本効力発生日の前日までに、５.(1)但し書きの定めに従って甲の株主総会にお

いて本契約の承認が必要となる場合にその承認が得られなかった場合、又は、５.(2)に定め

る乙の株主総会において本契約の承認が得られなかった場合は、その効力を失う。 
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今後の営業活動等に及ぼす影響  

本株式交換により、その効力発生日である平成 21 年 12 月１日をもって当社は日本郵船の完

全子会社となり平成 21 年 11 月 26 日付で上場廃止となる予定です。 

当社は今後も日本郵船グループの一員としてエネルギー輸送分野における同グループの事

業拡大の一翼を担い同グループの企業価値の向上に貢献する事が期待されております。 
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