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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 111,842 △36.2 △4,496 ― △5,388 ― △3,877 ―
21年3月期 175,367 △2.5 528 △98.5 △928 ― △2,939 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △15.14 ― △10.4 △4.4 △4.0
21年3月期 △11.44 ― △6.3 △0.8 0.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  63百万円 21年3月期  38百万円

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

22年3月期 125,271 36,092 28.3 138.29
21年3月期 117,389 39,303 33.0 151.23

（参考） 自己資本   22年3月期  35,412百万円 21年3月期  38,729百万円

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

22年3月期 306 △3,383 8,746 20,906
21年3月期 △791 △20,210 15,972 15,637

2.  配当の状況 

（注）平成23年3月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00 512 ― 1.1
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

62,000 15.4 4,000 ― 3,500 ― 3,500 ― 13.67

通期 125,000 11.8 8,000 ― 7,000 ― 7,000 ― 27.34
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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) 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） 

(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。 

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 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  7,472,480株 21年3月期  7,450,422株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 100,771 △38.0 △5,425 ― 4,262 ― △3,780 ―
21年3月期 162,539 △2.5 △3,060 ― △2,118 ― △3,635 ―

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

22年3月期 △14.76 ―
21年3月期 △14.15 ―

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 77,561 36,386 46.9 142.09
21年3月期 75,144 39,366 52.4 153.72

（参考） 自己資本 22年3月期  36,386百万円 21年3月期  39,366百万円

※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。なお、業績予想に関する事項は、3ページ「定性的情報・財務諸表等 1.経営成績（1）経営成績に関する分析」を参照してください。 
また、平成23年3月期の配当予想額は、今後の業績の動向等を総合的に勘案したうえで決定いたしますので、配当予想額の開示が可能となり次第、速や
かに開示いたします。 
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定性的情報・財務諸表等 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
                                                       (単位:百万円、％) 

(連結) 前 期 
(平成21年3月期) 

当 期 
(平成22年3月期） 

増減（△）額 増減（△）率 

売上高 175,367 111,842 △ 63,525 △ 36.2 

営業損（△）益 528 △ 4,496 △ 5,024 - 

経常損（△）益 △ 928 △ 5,388 △ 4,460 - 

当期純損（△）益 △ 2,939 △ 3,877 △ 938 - 

 

当期の世界経済は、平成 20 年秋の経済・金融危機以降、世界各国の金融安定化策、景気刺激策により、

平成 21 年初めから実態経済の悪化に歯止めがかかり始めました。特に、中国をはじめとしたアジア各国の堅

調な需要に支えられ、徐々に景気回復基調が鮮明になってきました。しかしながら、欧米先進国では景気回

復の状況は依然弱く、わが国経済につきましても、年央以降、政府による経済対策や輸出の伸長により景気

回復の兆しが見られておりますが、経済対策効果の剥落の懸念もあり、先行き不透明な見通しとなっておりま

す。 

海運業界におきましては、外航海運市況は、平成 21 年に入り、中国の粗鋼生産量の拡大に伴う鉄鉱石輸

入量の増大から市況水準は持ち直し、乱高下を繰り返しながらも、概ね堅調に推移いたしました。一方、内航

海運市況は、内需低迷を背景に主要貨物であるセメント、鋼材、原材料の輸送量が大幅に落ち込み、年間を

通し厳しい環境におかれました。 

 

このような状況下、当社グループは、全力をあげて積極的な営業活動や船隊整備を行い、効率的な配船

並びに運航に努めましたが、平成 22 年度以降の体質改善のために約 83 億円の多大な一時損失を計上した

ことにより、当連結会計年度につきましては、売上高 1,118 億 42 百万円（前期比 635 億 25 百万円、36.2％減

少）、営業損失 44 億 96 百万円（前期は 5 億 28 百万円の利益）、経常損失 53 億 88 百万円（前期比 44 億 60

百万円の損失増加）、当期純損失 38 億 77 百万円（前期比 9 億 38 百万円の損失増加）となり大幅な減収減

益となりました。 

なお、いずれの金額にも消費税等は含まれておりません。 

 

また、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、売上高は 1,115 億 46 百万円と前期比 635 億 53 百万円、36.3％減少し、営業損失

は 46 億 15 百万円（前期は 3 億 96 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 年の世界粗鋼生産量は、前年比約 1 億 10 百万トン減の約 12 億 19 百万トンとなり、わが国におき

ましても、平成 21 年は同 31 百万トン減の 88 百万トンにとどまりました。一方、世界一を誇る中国の粗鋼生産

量は、他国とは対照的に、平成 21 年上半期は前年同期比５百万トン増の約 1 億 67 百万トン、下半期は同 64

百万トン増の約 3 億トンと大幅な伸びとなりました。 
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これらを背景に、運賃市況は、第 1 四半期から急上昇、第 2 四半期には大幅に下落し、第 3 四半期には再

度大幅な上昇を見るなど乱高下する結果となりました。 

このような状況下、国内のみならず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、効率配船に努めました結果、ほぼ所期

の目標を達成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を保有し、国内荷主向けの長期契約により、初期の

目標どおりの収益を確保いたしました。また、平成 22 年 1 月 29 日に、当社初の大型 LPG タンカー(共有船、

VLGC 型：タンク容量 78,500 立方メートル)が竣工、無事就航し、新分野への参入を果たしました。 

 

不定期船部門 

中型不定期船分野（約 5 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 8 万重量トン）を中心とした国内電力会社向けの石炭輸送、また、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及び一般産業向け鉄鉱石、石炭輸送やインド、中国、豪州向けの石

炭、鉄鉱石、非鉄鉱石の三国間輸送を中心に営業を展開しました。 

市況は低調な水準でスタートしましたが、6 月以降中国向けを中心とした石炭の海上荷動きの増大に刺激

されて上昇し、その後も堅調に推移しました。  

このような状況下、不採算船の早期返船とともに競争力のある船舶の整備拡充を行い、コストの低減と船隊

規模の維持をはかり、効率配船に努めました結果、所期の目標を達成することはできましたが、依然、損益面

では厳しい結果となりました。 

小型不定期船分野(約 3 万重量トンまで)におきましては、米州・豪州地域を中心とする遠洋水域では、底堅

い荷動きにより市況は回復基調を辿り、効率配船・運航に努めました結果、所期の目標を達成することができ

ました。 

一方、東南アジア・中国地域を中心とする近海水域では、市況低迷の影響が大きく、ロシア積み石炭、東

南アジア向け鋼材等の効率的な配船・運航を行ったものの、所期の目標には至りませんでした。 

 

〔内航海運業〕 

内航部門 

内航部門では、各種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。 

専用船につきましては、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は、セメント内需

の前年度比約 20％にも及ぶ急激な減少に伴い専用船の稼働率は低迷し、諸経費等の合理化に努めました

ものの、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、内需停滞を受けて、国内向け鉄鋼生産の回復が進まず、輸送量が大幅に減

少する一方、運賃も低迷を続け、また燃料油価格の高止まりも収益を圧迫し、所期の目標を大きく下回ること

となりました。 

 
【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、不動産賃貸業を営んでおります。 

その他事業(船用品等商品販売業、不動産賃貸業等)につきましては、売上高は6億91百万円（前期比41

百万円、5.6％減少）、営業利益は1億16百万円（前期比13百万円、10.1％減少）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及に寄与しております。 
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② 次期の見通し 

欧米の金融危機に端を発した世界経済の急激な減速により、平成 20 年度秋以降著しく下落した外航不定

期船の市況も各国の金融安定化策や景気刺激策及び中国を中心とした新興国の需要増大により平成 21 年

に入り、持ち直しました。今後も鉄鋼等の原料のみならず、エネルギー資源や穀物の需要増大が見込まれる

ことから、外航海運市況は堅調に推移するものと考えております。 

当社グループは平成 21 年度からの 3 ヵ年の中期経営計画を『Daiichi Vision =The Challenge=～早期復配の

達成と安定配当体制の構築～』と名づけて策定いたしました。 

初年度である平成 21 年度においては、平成 22 年度以降を見据えて高コスト船の早期返船を進める一方、

競争力のある船隊整備を進めるなど体質改善策を着実に実行いたしましたので、平成 22 年度以降は副題の

とおり早期復配の達成と安定配当体制の構築を目指します。 

新たなる発展・成長のスタートとなる平成 22 年度通期の連結業績は、売上高 1,250 億円、営業利益 80 億

円、経常利益 70 億円、当期純利益 70 億円をそれぞれ見込んでおります。 

次期の業績見通しの主な前提といたしましては、通期の為替レートを 1 ドル 90 円、燃料油価格を 1 トン 550

ドル(ボンド油 180cst 京浜補油ベース)と想定しております。 

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

等の様々な経済変動、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。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 財政状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べて 78 億 82 百万円増加（前年度末比 6.7％増加）し、1,252 億 71 百

万円となりました。流動資産は 22 億 15 百万円増加（前年度末比 6.0％増加）し、一方固定資産は 56 億 67 百

万円増加（前年度末比 7.0％増加）となりました。流動資産の増加は、所有船舶の売却に伴う現金及び預金や

営業未収金の増加によるものであり、一方、固定資産の増加は、投資有価証券の時価評価益の増加や船舶

に対する設備投資により建設仮勘定が増加していることによるものであります。 

一方、負債は、前連結会計年度末に比べて 110 億 92 百万円増加（前年度末比 14.2％増加）し、891 億 78

百万円となりました。これは、設備投資や運転のための資金調達による借入金が増加したことによるものであり

ます。 

純資産の部は、その他有価証券評価差額金が増加（前年度末比 7 億 97 百万円、134.2％増加）したものの、

当期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少（前年度末比 38 億 77 百万円、12.2％減少）により、前連結会計

年度末に比べて 32 億 10 百万円減少（前年度末比 8.2％減少）し、360 億 92 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 28.3％へ低下いたしました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、経常損失を計上したものの、法人税等の還付も

あり、3 億 6 百万円の収入（前期は 7 億 91 百万円の支出）となりました。 

また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、船舶の売却による収入がある一方、船舶に対する設備投資

による支出により 33 億 83 百万円の支出（前期比 168 億 27 百万円、83.3％減）となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期運転資金の借入れ及び設備投資に伴う長期借入れによる収

入により、87 億 46 百万円の収入（前期比 72 億 26 百万円、45.2％減）となりました。 

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は 209 億 6 百万円となりました。 

なお、当社グループは設備資金調達並びに運転資金調達のためシンジケートローン契約を締結しておりま

すが、「（４）事業等のリスク」に記載のとおり、当該契約には財務制限条項があり、当連結会計年度末におきま

しては、一部のシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触いたしました。 

しかしながら、すでに当該シンジケートローン契約の参加行により引き続き融資継続を合意されており、か
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つ資産の担保余力並びに3ヵ年の中期経営計画に基づく資金計画から、キャッシュ・フロー上の問題はないと

判断しております。 

 

（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 

平成22年 

3月期 

自己資本比率（％） 36.7 38.3 44.9 33.0 28.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 76.0 89.7 153.7 45.2 60.3 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年） 
5.1 3.5 1.2 － 223.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

（倍） 
10.1 11.9 33.2 － 0.39 

（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／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 
 

※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。 
※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
※キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 
※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の支払額を使用しております。 
 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、各事業年度の利益状況と将来の事業展開に備えた企業体質強化のために内部

留保の充実に留意しつつ、株主の皆様に継続的にかつ安定的利益還元を行うことを基本方針としており、当

面、連結配当性向 20％程度の配当を目標とし総合的・長期的な還元策を実施していくこととしております。 

しかしながら、平成 22 年 3 月期通期の決算において、当期純損失を計上することとなりましたことから、誠に

遺憾ながら当期の期末配当の実施を見送ることとして、6 月開催の株主総会にお諮りする予定であります。 

次期の配当金につきましては、当社の業績見通し及び財務状況等を勘案し、中間配当、期末配当とも現状

では未定としております。 

当社グループは 本年 4 月 23 日に『The Review of Daiichi Vision =The Challenge=』として新たに策定した

数値目標を発表いたしました。副題にも掲げた『早期復配の達成と安定配当体制の構築』に向け、今後ともた

ゆまぬ努力をしていく所存であります。 

 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループは、設備資金調達並びに運転資金調達のためシンジケートローン契約を締結しております。

当該契約には財務制限条項があり、これらの条項に抵触し、当該債務の一括返済を求められた場合、当該債

務を一括返済する可能性があり、当連結会計年度末におきましては、一部のシンジケートローン契約の財務

制限条項に抵触いたしました。 

しかしながら、今後の当社グループの経営状況及び財政状況を認識いただいた上で、すでに当該シンジ

ケートローン契約の参加行により引き続き融資継続を合意されております。 
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２．企業集団の状況 
当社グループは、当社、子会社 31 社及び関連会社 7 社により構成され、その主な事業は、不定期航路を

中心とする外･内航海上輸送に係るオペレーター業、船舶貸渡業、海運代理･仲立業他海運附帯事業及び船

用品等商品販売業、不動産賃貸業、システム機器保守等受託業であります。 

当該事業のうち、外･内航海上輸送につきましては、荷主等取引先のニーズに広汎に応えうる各種専用船、

油送船、一般撒積船等の船隊整備を行っており、その中核となる船腹は当社社船並びに国内外関係会社及

び他社よりの用船をもって構成し、安定船腹の確保を図っております。 

海運代理･仲立業他海運附帯事業につきましては、当社グループの中心である海上輸送を支えるものとし

て国内外における運航船代理店業、海運仲立業、並びに船舶運航支援等をグループの事業として行ってお

ります。 

また、船用品等商品販売業、不動産賃貸業、システム機器保守等受託業につきましては、グループの経営

基盤の強化及び事業多角化の一環として、関係会社を通じて営んでおります。 

 

当該事業における当社並びに主要な子会社及び関連会社の位置付けと事業の種類別セグメントとの関連

は次のとおりであります。 

 

当社：海運業として外･内航海上輸送オペレーター業、船舶貸渡業並びに海運附帯事業を行っております。 

 

子会社及び関連会社： 

 

 

外航海上輸送オペレーター業 

及び外航船舶貸渡業 

 

子会社の豊栄汽船㈱他1社が外航海上輸送オペレータ

ー業を行っております。 

船舶貸渡業については、子会社のMars Shipping Co., 

S.A.、Laurel Maritime Co. Ltd.、Star Bulk Carrier Co., 

S.A.他1社及び関連会社1社が当社へ船舶の貸渡を行

っております。 

 

内航海上輸送オペレーター業 

及び内航船舶貸渡業 

子会社の第一船舶㈱、第一興産㈱他2社から船舶を当

社が用船し、子会社の第一船舶㈱と泉汽船㈱が内航海

上輸送オペレーター業を行っております。 

 

海運代理･仲立業他 

海運附帯事業 

 

子会社の鋼洋㈱、Daiichi Chuo Shipping (America) Inc.

他3社及び関連会社1社が、国内外において海運代理･

仲立業を行っております。また、海運附帯事業として、

子会社のファーストマリンサービス㈱が船舶管理業務を

行っております。 

 

 

 

 

 

 

海 

 

 

運 

 

 

業 

 

その他事業 子会社のファーストマリンサービス㈱、第一船舶㈱他1

社が船用品等商品販売業を、子会社の第一興産㈱が

不動産賃貸業を、子会社の第一中央システムズ㈱がシ

ステム機器保守等受託業を行っております。 
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事業系統図は、次のとおりであります。 
 
 

外航海上輸送オペレーター業及び外航船舶貸渡業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          鉄鋼原料及び製品の輸送 
 
 
 
                                          船舶の共同運航及び船舶の貸渡 
 
 
 

内航海上輸送オペレーター業及び内航船舶貸渡業 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    海運代理・仲立業他海運附帯事業（船舶管理業務） 
 
  
 
 
 
 
 
                                        船用品等商品販売業、不動産業、 
                                        及びシステム機器保守等受託業 
 
 
 
 
 
 

       船用品等商品販売業、 
       不動産業 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

得 
 

 
 

 

意 
 

 
 

 

先 

当 
 

 
 

 
 

 

社 

海 
 

 

運 
 

 

業 
 
 

海
運
附
帯
事
業

 
 

 

子会社  豊栄汽船㈱ 

       Mars Shipping Co., S.A. 

       Laurel Maritime Co. Ltd. 

       Star Bulk Carrier Co., S.A.    他２社 

関連会社 1 社 

子会社  第一船舶㈱、第一興産㈱、泉汽船㈱ 

 他２社 

鉄鋼業 その他の関係会社 
      住友金属工業㈱ 

海運業 その他の関係会社 
      ㈱商船三井 

子会社  鋼洋㈱ 

       Daiichi Chuo Shipping (America) Inc. 

       ファーストマリンサービス㈱ 他３社 

関連会社 １社 

そ 

の 

他 

事 

業 

（販売業）   子会社 ファーストマリンサービス㈱ 
第一船舶㈱     他１社 

（不動産業）  子会社 第一興産㈱ 

（システム機器保守等受託業） 
子会社 第一中央システムズ㈱ 
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３．経営方針 

（１）会社経営の基本方針 

当社グループは平成 15 年 4 月に開始した経営計画において、新たに明文化したグループ経営理念を以

下のとおり定め、ビジョンについては後述の『Daiichi Vision =The Challenge=～早期復配の達成と安定配当体

制の構築～』を策定し、平成 21 年 4 月に発表いたしました。 

 

経営理念 

・ 顧客のニーズを追求し、付加価値の高いサービスを提供し、顧客と共に発展する。 

・ 株主の期待に沿うべく、適正な利潤の確保と長期安定経営により企業価値の増大に努める。 

・ 倫理観をもって企業活動に邁進し、国際社会での信頼を築く。 

・ 個の力を高め、それを結集することにより、企業力の強化に努める。 

・ 船舶の安全運航を徹底し、地球環境の保全に努める。 

 

 

（２）中長期的な経営戦略、目標とする経営目標、対処すべき課題 

『Daiichi Vision =The Challenge= ～早期復配の達成と安定配当体制の構築～』の骨子 

(平成 21 年 4 月発表) 

① 市況リスクの低減(高コスト用船の早期返船) 

② 有利子負債の抑制(自社船の売却・新造船の長期用船化) 

③ コスト削減(一般管理費・社用船コスト) 

    ↓ 

 早期復配と配当体制の構築 

    ↓ 

 2015 年度以降の数値目標(売上 1,500 億円、営業利益 150 億円) 

 

『The Review of Daiichi Vision =The Challenge=』  (平成22年4月23日発表) 

上記 3 ヵ年計画の初年度である平成 21 年度は、多大な一時損失を計上して平成 22 年度以降を見据えた

上記①～③の体質改善策を着実に実行するとともに、競争力のある船隊整備を行いました。 

平成 22 年度以降は新たな発展・成長を目指して、下記数値目標を掲げ、副題にある「早期復配と安定配

当体制」に向けて、グループ一丸となって邁進していく所存でございます。 

 

新数値目標         ビジョン目標数値

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2015 年度 
【連結】 

（中期計画) （中期計画) （中期計画) （Vision) 

売上高 1,250 億円 1,310 億円 1,390 億円 2,000 億円

営業利益 80 億円 100 億円 150 億円 200 億円

経常利益 70 億円 90 億円 130 億円 - 

当期利益 70 億円 70 億円 90 億円

⇒ 
- 
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4.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,833 21,166

受取手形及び営業未収金 6,945 9,028

有価証券 15 15

貯蔵品 2,131 3,584

繰延及び前払費用 2,663 1,837

代理店債権 1,273 1,382

未収入金 556 453

未収還付法人税等 6,186 －

繰延税金資産 78 9

その他流動資産 1,197 1,620

貸倒引当金 △66 △66

流動資産合計 36,816 39,031

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 53,751 53,921

建物及び構築物（純額） 334 276

機械装置及び運搬具（純額） 101 73

器具及び備品（純額） 301 250

土地 545 543

建設仮勘定 17,375 22,541

有形固定資産合計 72,409 77,607

無形固定資産   

ソフトウエア 200 210

その他無形固定資産 9 8

無形固定資産合計 209 219

投資その他の資産   

投資有価証券 5,903 7,160

長期貸付金 46 31

長期前払費用 100 100

繰延税金資産 242 221

その他長期資産 1,702 947

貸倒引当金 △41 △47

投資その他の資産合計 7,955 8,413

固定資産合計 80,573 86,240

資産合計 117,389 125,271
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 6,973 6,826

短期借入金 24,979 22,228

未払法人税等 355 48

繰延税金負債 287 388

未払金 － 3,332

未払費用 150 216

前受金 1,249 1,042

賞与引当金 262 285

その他流動負債 2,244 2,112

流動負債合計 36,502 36,480

固定負債   

長期借入金 33,272 44,770

リース債務 1,369 1,263

繰延税金負債 1,698 1,875

退職給付引当金 1,504 1,393

役員退職慰労引当金 475 375

特別修繕引当金 1,178 1,052

負ののれん 90 47

その他固定負債 1,995 1,919

固定負債合計 41,584 52,697

負債合計 78,086 89,178

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 31,849 27,972

自己株式 △4,693 △4,698

株主資本合計 41,209 37,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 594 1,391

繰延ヘッジ損益 △1,930 △1,894

為替換算調整勘定 △1,143 △1,411

評価・換算差額等合計 △2,480 △1,914

少数株主持分 573 680

純資産合計 39,303 36,092

負債純資産合計 117,389 125,271
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(2)連結損益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 175,367 111,842

売上原価 168,672 111,249

売上総利益 6,695 592

一般管理費 6,167 5,089

営業利益又は営業損失（△） 528 △4,496

営業外収益   

受取利息 89 7

受取配当金 227 117

負ののれん償却額 43 43

持分法による投資利益 38 63

法人税等還付加算金 － 172

その他営業外収益 80 189

営業外収益合計 479 593

営業外費用   

支払利息 811 861

為替差損 879 420

その他営業外費用 245 203

営業外費用合計 1,936 1,485

経常損失（△） △928 △5,388

特別利益   

固定資産売却益 － 9,743

特別修繕引当金戻入額 － 431

用船契約解約金 325 －

特別利益合計 325 10,174

特別損失   

固定資産売却損 13 －

減損損失 － 38

用船契約解約金 690 7,395

貨物輸送契約解約金 － 903

投資有価証券評価損 85 16

その他特別損失 147 －

特別損失合計 936 8,353

税金等調整前当期純損失（△） △1,539 △3,567

法人税、住民税及び事業税 574 140

法人税等調整額 735 53

法人税等合計 1,310 194

少数株主利益 89 115

当期純損失（△） △2,939 △3,877
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,258 13,258

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,258 13,258

資本剰余金   

前期末残高 795 795

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 795 795

利益剰余金   

前期末残高 38,931 31,849

当期変動額   

剰余金の配当 △4,141 －

当期純損失（△） △2,939 △3,877

当期変動額合計 △7,081 △3,877

当期末残高 31,849 27,972

自己株式   

前期末残高 △2,512 △4,693

当期変動額   

自己株式の取得 △2,180 △5

当期変動額合計 △2,180 △5

当期末残高 △4,693 △4,698

株主資本合計   

前期末残高 50,472 41,209

当期変動額   

剰余金の配当 △4,141 －

当期純損失（△） △2,939 △3,877

自己株式の取得 △2,180 △5

当期変動額合計 △9,262 △3,882

当期末残高 41,209 37,327
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 3,216 594

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,621 797

当期変動額合計 △2,621 797

当期末残高 594 1,391

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 8 △1,930

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,938 35

当期変動額合計 △1,938 35

当期末残高 △1,930 △1,894

為替換算調整勘定   

前期末残高 190 △1,143

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,334 △267

当期変動額合計 △1,334 △267

当期末残高 △1,143 △1,411

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,415 △2,480

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,895 565

当期変動額合計 △5,895 565

当期末残高 △2,480 △1,914

少数株主持分   

前期末残高 502 573

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 71 106

当期変動額合計 71 106

当期末残高 573 680

純資産合計   

前期末残高 54,389 39,303

当期変動額   

剰余金の配当 △4,141 －

当期純損失（△） △2,939 △3,877

自己株式の取得 △2,180 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,823 671

当期変動額合計 △15,086 △3,210

当期末残高 39,303 36,092
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △1,539 △3,567

減価償却費 8,506 7,111

減損損失 － 38

受取利息及び受取配当金 △317 △125

支払利息 811 861

為替差損益（△は益） 1,171 672

持分法による投資損益（△は益） △6 △42

固定資産売却損益（△は益） － △9,743

投資有価証券評価損益（△は益） 85 16

売上債権の増減額（△は増加） 6,334 △2,083

貯蔵品の増減額（△は増加） 2,369 △1,457

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） 163 813

代理店債権の増減額（△は増加） △16 △103

未収入金の増減額（△は増加） 64 147

立替金の増減額（△は増加） 143 △194

仕入債務の増減額（△は減少） △1,612 △123

未払金の増減額（△は減少） － 3,106

前受金の増減額（△は減少） △368 △189

預り金の増減額（△は減少） 237 508

退職給付引当金の増減額（△は減少） 339 △110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51 △99

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 410 △94

その他 △222 △12

小計 16,502 △4,671

利息及び配当金の受取額 320 125

利息の支払額 △871 △794

法人税等の支払額 △16,742 △540

法人税等の還付額 － 6,187

営業活動によるキャッシュ・フロー △791 306

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） 88 △63

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 △20,524 △18,778

有形固定資産の売却による収入 197 14,448

造船契約譲渡による収入 － 888

その他 △172 122

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,210 △3,383
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） 18,752 △4,680

長期借入れによる収入 10,089 20,869

長期借入金の返済による支出 △6,503 △7,318

自己株式の取得による支出 △2,180 △5

配当金の支払額 △4,131 △4

少数株主への配当金の支払額 △9 △9

その他 △44 △106

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,972 8,746

現金及び現金同等物に係る換算差額 △759 △400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,790 5,268

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期末残高 15,637 20,906
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（５）継続企業の前提に関する注記 

  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 

連結子会社  25社     第一船舶(株)、ファーストマリンサービス(株)、第一興産(株) 

 豊栄汽船(株)、泉汽船（株）、Mars Shipping Co., S.A.、 

 Laurel Maritime Co., Ltd.、Star Bulk Carrier Co., S.A.他 

 

２．持分法の適用に関する事項 

非連結子会社3社(Daiichi Chuo Shipping(America)Inc.他)及び関連会社5社(Maranaw Luzon Shipping 

Co.,Inc.他)に対する投資について持分法を適用しております。 

 

３．連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

当連結会計年度中に新規に設立しましたGomeisa Maritime S.A.を連結の範囲に、また当連結会計年

度中に新規に設立しましたProcyon Maritime S.A.を持分法の適用の範囲に含めております。 

 

４．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、在外連結子会社7社の決算日は12月31日であり、これらの各社については12月31

日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日まで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。 

 

５．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 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

時価のないもの 

 

②貯蔵品 

 

 

：決算期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） 

：移動平均法による原価法 

 

：先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。 

 

（２）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法  ：時価法 

 

（３）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

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、定率法によっております。ただし、平成10年4月

1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております｡ 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

船舶            5年～18年 

建物及び構築物    3年～50年 

 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

自社利用のソフトウェア       5年 
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③リース資産 

所有権移転ファイナンス･リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス･リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日

以前の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。 

 

（４）重要な引当金の計上基準 

①貸 倒 引 当 金・・・・・・・ 売上債権、貸付金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。 

②賞 与 引 当 金・・・・・・・ 従業員及び執行役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

③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等の残高に基づき計上しております。 

④役員退職慰労引当金・・・ 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により算出した当連

結会計年度末における要支給額に基づき計上しております。 

なお、当社は取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止すること

とし、平成19年６月28日開催の定時株主総会において、役員退職慰

労金の打ち切り支給議案が承認可決されております。 

⑤特別修繕引当金・・・・・・・ 船舶の定期検査による修繕費の支出に備えるため、前回の定期検

査の修繕費の実績等に基づいて計上しております。 

 

（５）重要な収益及び費用の計上基準 

収益及び費用の計上基準は、外航就航船については航海の経過日数に基づいて収益及び費用を

計上する航海日割基準を、内航就航船については貨物の積切時に収益及び費用を計上する貨物積切

基準を採用しております。 

 

（６）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建 

の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用の円貨への換算は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 

（７）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。金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 ：デリバティブ取引（金利スワップ取引及び為替予約取引） 

・ヘッジ対象 ：借入金の支払利息の一部に対し金利スワップ取引を、外貨建予定取引等に対し為

替予約取引を行っております。（予定取引を含む） 

③ヘッジ方針 

金利及び為替の相場変動リスクを回避することを目的としております。 

④ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎に判定しております。 

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 
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（８）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 船舶建造借入金の支払利息の計上方法 

船舶建造借入金の建造期間にかかる支払利息については、取得価額に算入しております。 

② 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、税抜方式によっております。 

 

６．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

７．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は、5年間で均等償却しております。 

 

８．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おります。 

 

（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 

 
（表示方法の変更） 

連結貸借対照表 
１．前連結会計年度において区分掲記しておりました「未収還付法人税等」（当連結会計年度 96百万円）

は、重要性が減少したため、「未収入金」に含めて表示しております。 
 

２．前連結会計年度において、「流動負債」の「その他流動負債」に含めておりました「未払金」（前連結会
計年度 541百万円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。 

 

連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度において、「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「固定資

産売却損益（△は益）」（前連結会計年度 13百万円）及び「未払金の増減額（△は減少）」（前連結会計

年度 55百万円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 

 （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(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)     （単位：百万円） 

 

 
海運業 

その他 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
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 

175,099
－

268
464

175,367
464

 
 

－ 
(  464) 

175,367
－

計 175,099 732 175,831 (  464) 175,367

営 業 費 用         174,702 602 175,305 (  465) 174,839

営 業 利 益         396 129 526 1 528

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 
資 産         116,944 840 117,784

 
(  394) 117,389

減価償却費         8,480 27  8,508 (    1) 8,506

資本的支出         21,736 48 21,785 － 21,785
 
 
(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。 
４．配賦不能な営業費用及び全社資産はありません。 

 
 
 
当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)     （単位：百万円） 

 

 
海運業 

その他 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
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 

111,546
－

296
394

111,842
394

 
 

－ 
(  394) 

111,842
－

計 111,546 691 112,237 (  394) 111,842

営 業 費 用         116,161 574 116,735 (  396) 116,339

営 業 利 益         又 は 営 業 損 失 （△） △4,615 116 △4,498 1 △4,496

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
資 産         124,786 866 125,653

 
 

(  381) 125,271

減価償却費         7,087 25  7112 (    1) 7,111

減損損失 25 12 38 － 38

資本的支出         18,535 9 18,545 － 18,545

 
(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。 
４．配賦不能な営業費用及び全社資産はありません。 
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２．所在地別セグメント情報  
 

前連結会計年度（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の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を 
超えているため、記載を省略しております。 
 
        
当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 
 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を 
超えているため、記載を省略しております。 
 
 
 
 
３．海外売上高  
 

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）     (単位：百万円) 
 
 

 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ海 外 売 上 高                  66,764 56,784 19,853 18,391 161,794

Ⅱ連 結 売 上 高                  175,367

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合 38.1% 32.4% 11.3% 10.5% 92.3%
  
 
 
 
当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）     (単位：百万円) 
 
 

 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ海 外 売 上 高                  34,414 43,092 11,034 11,650 100,192

Ⅱ連 結 売 上 高                  111,842

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合 30.8% 38.5% 9.9% 10.4% 89.6%
  
(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 
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（１株当たり情報） 
 

前連結会計年度 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成21年4月 1日 

至 平成22年3月31日 

１株当たり純資産額 151.23円 １株当たり純資産額 138.29円

１株当たり当期純損失金額 11.44円 １株当たり当期純損失金額 15.14円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金

額については、1株当たり当期純損失であり、また潜

在株式が存在しないため記載をしておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

については、1株当たり当期純損失であり、また潜在

株式が存在しないため記載をしておりません。 

  

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純損失 2,939百万円 連結損益計算書上の当期純損失 3,877百万円

普通株式に係る当期純損失 2,939百万円 普通株式に係る当期純損失 3,877百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 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。  該当事項はありません。  

普通株式の期中平均株式数 257,007,013株 普通株式の期中平均株式数 256,088,584株

 
 
 
 

（開示の省略） 
 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸
等不動産に関する注記事項につきましては、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。 

 
 
 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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5.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,648 11,790

受取手形 2 2

海運業未収金 6,566 8,704

貯蔵品 1,695 3,092

前渡金 546 641

繰延及び前払費用 3,203 2,246

代理店債権 1,332 1,538

未収入金 489 327

未収還付法人税等 6,183 －

立替金 80 108

短期貸付金 1,909 4,647

その他流動資産 146 106

貸倒引当金 △62 △65

流動資産合計 30,742 33,141

固定資産   

有形固定資産   

船舶 21,981 21,318

減価償却累計額 △14,617 △15,510

船舶（純額） 7,364 5,808

建物 469 446

減価償却累計額 △286 △309

建物（純額） 183 136

構築物 13 13

減価償却累計額 △8 △9

構築物（純額） 4 4

機械及び装置 238 139

減価償却累計額 △156 △81

機械及び装置（純額） 82 57

車両及び運搬具 21 21

減価償却累計額 △17 △19

車両及び運搬具（純額） 4 2

器具及び備品 105 106

減価償却累計額 △63 △74

器具及び備品（純額） 42 32

土地 259 257

建設仮勘定 4 29

有形固定資産合計 7,944 6,328
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 91 50

その他無形固定資産 3 3

無形固定資産合計 94 54

投資その他の資産   

投資有価証券 3,884 4,485

関係会社株式 10,818 11,430

出資金 6 6

長期貸付金 15 3

従業員に対する長期貸付金 8 6

関係会社長期貸付金 20,853 21,448

差入保証金 318 304

長期前払費用 12 11

会員権 332 233

その他長期資産 155 155

貸倒引当金 △41 △47

投資その他の資産合計 36,362 38,037

固定資産合計 44,402 44,420

資産合計 75,144 77,561

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 5,707 5,762

短期借入金 19,552 16,773

未払金 120 3,223

未払費用 71 147

未払法人税等 － 11

繰延税金負債 268 169

前受金 1,142 931

預り金 291 779

賞与引当金 153 175

その他流動負債 88 65

流動負債合計 27,397 28,039

固定負債   

長期借入金 5,502 10,328

繰延税金負債 1,311 1,598

退職給付引当金 751 629

役員退職慰労引当金 153 120

長期預り金 128 122

その他固定負債 534 335

固定負債合計 8,381 13,136

負債合計 35,778 41,175

24

第一中央汽船㈱　(9132)　平成22年3月期決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,258 13,258

資本剰余金   

資本準備金 793 793

資本剰余金合計 793 793

利益剰余金   

利益準備金 1,075 1,075

その他利益剰余金   

特別償却準備金 147 73

固定資産圧縮積立金 1,680 1,470

別途積立金 28,000 26,637

繰越利益剰余金 △1,362 △3,497

利益剰余金合計 29,540 25,759

自己株式 △4,693 △4,698

株主資本合計 38,899 35,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 645 1,435

繰延ヘッジ損益 △178 △162

評価・換算差額等合計 466 1,272

純資産合計 39,366 36,386

負債純資産合計 75,144 77,561
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(2)損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

海運業収益   

運賃   

貨物運賃 126,448 82,792

貸船料 35,513 17,573

その他海運業収益 578 406

海運業収益合計 162,539 100,771

海運業費用   

運航費   

貨物費 2,674 1,818

燃料費 31,063 19,734

港費 8,711 7,799

その他運航費 469 338

運航費合計 42,918 29,691

船費   

船員費 280 285

賞与引当金繰入額 20 23

退職給付費用 234 △7

船舶減価償却費 1,345 1,511

その他船費 50 51

船費合計 1,931 1,864

借船料 114,975 70,460

その他海運業費用 1,934 1,206

海運業費用合計 161,759 103,223

海運業利益又は海運業損失（△） 779 △2,451

一般管理費 3,840 2,974

営業損失（△） △3,060 △5,425

営業外収益   

受取利息 343 318

有価証券利息 0 －

受取配当金 735 10,172

為替差益 198 －

法人税等還付加算金 － 172

その他営業外収益 24 74

営業外収益合計 1,303 10,737

営業外費用   

支払利息 228 563

為替差損 － 328

支払保証料 74 －

その他営業外費用 59 157

営業外費用合計 361 1,049

経常利益又は経常損失（△） △2,118 4,262
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 22

用船契約解約金 111 －

特別利益合計 111 22

特別損失   

減損損失 － 25

用船契約解約金 690 7,395

貨物輸送契約解約金 － 903

投資有価証券評価損 80 －

貸倒引当金繰入額 38 －

ゴルフ会員権評価損 25 －

その他特別損失 82 －

特別損失合計 917 8,324

税引前当期純損失（△） △2,924 △4,040

法人税、住民税及び事業税 7 9

過年度法人税等 △50 －

法人税等調整額 754 △268

法人税等合計 711 △259

当期純損失（△） △3,635 △3,780
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,258 13,258

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,258 13,258

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 793 793

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 793 793

資本剰余金合計   

前期末残高 793 793

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 793 793

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 661 1,075

当期変動額   

剰余金の配当 414 －

当期変動額合計 414 －

当期末残高 1,075 1,075

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 228 147

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △81 △73

当期変動額合計 △81 △73

当期末残高 147 73

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 682 1,680

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 1,108 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △111 △209

当期変動額合計 997 △209

当期末残高 1,680 1,470

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 1,183 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △1,183 －

当期変動額合計 △1,183 －

当期末残高 － －

28

第一中央汽船㈱　(9132)　平成22年3月期決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 13,000 28,000

当期変動額   

別途積立金の積立 15,000 －

別途積立金の取崩 － △1,362

当期変動額合計 15,000 △1,362

当期末残高 28,000 26,637

繰越利益剰余金   

前期末残高 21,562 △1,362

当期変動額   

剰余金の配当 △4,556 －

特別償却準備金の取崩 81 73

固定資産圧縮積立金の積立 △1,108 －

固定資産圧縮積立金の取崩 111 209

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 1,183 －

別途積立金の積立 △15,000 －

別途積立金の取崩 － 1,362

当期純損失（△） △3,635 △3,780

当期変動額合計 △22,924 △2,135

当期末残高 △1,362 △3,497

利益剰余金合計   

前期末残高 37,318 29,540

当期変動額   

剰余金の配当 △4,141 －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △3,635 △3,780

当期変動額合計 △7,777 △3,780

当期末残高 29,540 25,759

自己株式   

前期末残高 △2,512 △4,693

当期変動額   

自己株式の取得 △2,180 △5

当期変動額合計 △2,180 △5

当期末残高 △4,693 △4,698
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 48,858 38,899

当期変動額   

剰余金の配当 △4,141 －

当期純損失（△） △3,635 △3,780

自己株式の取得 △2,180 △5

当期変動額合計 △9,958 △3,786

当期末残高 38,899 35,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,229 645

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,583 789

当期変動額合計 △2,583 789

当期末残高 645 1,435

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △114 △178

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64 16

当期変動額合計 △64 16

当期末残高 △178 △162

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,114 466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,647 805

当期変動額合計 △2,647 805

当期末残高 466 1,272

純資産合計   

前期末残高 51,972 39,366

当期変動額   

剰余金の配当 △4,141 －

当期純損失（△） △3,635 △3,780

自己株式の取得 △2,180 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,647 805

当期変動額合計 △12,606 △2,980

当期末残高 39,366 36,386
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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。 
 
 
 

６．その他 

役員の異動 

  役員の異動につきましては、発表日現在未定でありますので、決定次第別途公表する予定であります。 
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