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（百万円未満切捨て） 
１．平成 23 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日） 
（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          ％

23 年３月期第１四半期 32,891 30.1 2,127 － 1,184 －  860 － 
22 年３月期第１四半期 25,287 △51.9 △4,453 － △4,803 －  △2,636 － 

 

 
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

23 年３月期第１四半期 3.36 － 
22 年３月期第１四半期 △10.30 － 

 
（２）連結財政状態 

 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

23 年３月期第１四半期 126,151 35,510 27.6 135.95
22 年３月期 125,271 36,092 28.3 138.29

(参考)自己資本 23 年３月期第１四半期 34,814 百万円 22 年３月期 35,412 百万円 

 
２．配当の状況 

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

22 年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
23 年３月期 －  

23 年３月期(予想)  0.00 － － －

(注)当四半期における配当予想の修正有無 

 

：有  

ただし、平成 23 年３月期の期末配当予想額につきましては、未定であります。 

 
３．平成 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(累計)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(累計) 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

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P5「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、

表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23 年３月期１Ｑ 263,549,171 株 22 年３月期 263,549,171 株

② 期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ 7,476,112 株 22 年３月期 7,472,480 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23 年３月期１Ｑ 256,074,513 株 22 年３月期１Ｑ 256,096,145 株

 
 
 
※ 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いません。 

 
 
 
※ 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、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、四半期決算短信（添付資料）４ページ「業
績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 なお、配当予想の修正については、本日（平成 22 年７月 30 日）公表の「平成 23 年３月期配当予想の修正に関するお
知らせ」を参照してください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（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 22 年４月１日から平成 22 年６月 30 日まで）におけるわが国経済は、欧州諸国の

財政危機に端を発する混乱が不安視されたことによる株安や円高傾向により、厳しい状況が続いておりますが、世界

的には、中国及びインドをはじめとする新興国の継続的な成長や各国政府の景気対策により、景気は回復基調で推

移しました。 

海運業界におきましては、中国向け鉄鉱石を中心とした荷動きの増加に伴って外航不定期船市況が回復し、中型

及び小型船型においては当初予想した水準を上回りました。 

一方、内航海運市況は国内の荷動きが回復しつつあるものの、運賃を改善するレベルには至らず、厳しい状況が

続いております。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間において、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、効率的な配船に努めました結果、売上高及び営業利益については所期の予想を上回ることができま

した。一方、円高及び株安の影響を受け、為替差損及び投資有価証券評価損を計上した結果、経常利益及び四半期

純利益については所期の予想を下回ることになりました。 

 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は328億91百万円（前年同期比 76億4百万円、30.1％増加）、

営業利益は21億27百万円（前年同期は44億53百万円の営業損失）、経常利益は11億84百万円（前年同期は48億３百

万円の経常損失）、四半期純利益は８億60百万円（前年同期は26億36百万円の四半期純損失）となりました。 

 

なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

【外航海運業】 

外航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292億94百万円、営業利益は19億39百万円と

なりました。 

 

（専用船部門） 

専用船部門は、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石及び石炭をケープ型（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22年４月～６月の世界の粗鋼生産量は、前年同期比27％増の３億64百万トンを記録しました。

また、引き続き世界一の生産量を記録した中国は、前年同期比19％増の１億65百万トンと高い伸びを示しました。国

内においても、前年同期比約47％増の28百万トンと大幅に改善しました。運賃市況については、中国の鉄鉱石輸入を

中心に国内及び欧州向けの荷動きも回復しましたが、当初予想した水準には達しませんでした。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、欧州及

び南米間のコンビネーション輸送も行い、効率運航に努めましたが、所期の目標には至りませんでした。 

 

（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及び大型 LPG タンカーを保有し、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及び石炭輸送やインド、中国及び豪州向けの石炭、鉄鉱石及び非鉄鉱

石の海外ビジネスを中心に営業を展開し、さらには大西洋ビジネスにも進出しました。市況は旺盛な中国需要に支え

られて堅調に推移し、これまで進めてきた船隊整備の効果もあって、所期の目標を達成することができました。 

小型不定期船分野（約３万重量トンまで）の米州・豪州を中心とする遠洋分野では、順調な荷動きにより市況は上昇

基調を辿り、効率配船及び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。 
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一方、東南アジア及び中国地域を中心とする近海水域では、市況が回復し、ロシア積み石炭、東南アジア向け鋼材

等の効率的な配船及び運航を行い、所期の目標を達成することができました。 

 

【内航海運業】 

内航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27億97百万円、営業利益は１億26百万円とな

りました。 

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、セメント内需の急激な減少の後も依然回復に至らず、専用船の稼働率は低迷し、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は、国内の鉄鋼生産も、輸出増を受けて、前年比約 80％程度

まで回復したものの、内需輸送量の大幅な回復とまで至らず、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、所期の目標には至りませんでした。 

 

【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、船舶管理業、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 10 億 80

百万円、営業利益は 46 百万円となり、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・負債及び純資産の状況】 

資産の部は、前連結会計年度末に比べ８億 79 百万円増加（前連結会計年度末比 0.7％増加）し、1,261 億 51 百万

円となりました。流動資産は 43 億 95 百万円減少（前連結会計年度末比 11.3％減少）し、一方、固定資産は 52 億 75

百万円増加（前連結会計年度末比 6.1％増加）となりました。流動資産の減少は、前連結会計年度末では未払いであ

りました用船契約解約金や貨物輸送契約解約金の支払いにより現金及び預金が減少したことによるものであり、固定

資産の増加は、船舶に対する設備投資により船舶及び建設仮勘定が増加したことによるものであります。 

一方、負債の部は、前連結会計年度末に比べ 14 億 61 百万円増加（前連結会計年度末比 1.6％増加）し、906 億

40 百万円となりました。これは、船舶に対する設備投資のための資金調達により、長期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、四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加したものの、繰延ヘッジ損益並びに為替換算

調整勘定を含む評価・換算差額等の減少により、前連結会計年度末比 5 億 81 百万円減少（前連結会計年度末比

1.6％減少）し、355 億 10 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 28.3％から 27.6％へ低下いたしました。 

 

【キャッシュ・フローの状況】 

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、164 億 48 百万円となり、前連結会計年度

末と比べ 44 億 57 百万円減少いたしました。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、主に四半期純利益を計上したことにより、5 億 42 百万円の収入（前年同四半

期は 21 億 35 百万円の支出）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に船舶に対する設備投資により、82 億 53 百万円の支出（前年同四半期は

63 億 99 百万円の収入）となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、借入金の約定返済による支出があるものの、船舶に対する設備投資のための

資金調達により、40 億 74 百万円の収入（前年同四半期比 6 億 77 百万円、14.3％減少）となりました。 
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（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、欧州発の金融危機の影響もあり、米国を中心に先進国の景気は先行き不透明

な状況が続いており、決して楽観できる状況にはありません。しかしながら、中国並びにインドをはじめとした新興国の

実需を背景に、外航不定期船市況は足元若干の調整局面はあるものの、期を通じてみれば回復し堅調に推移すると

見込んでおります。 

また、当社グループは中期経営計画『The Review of Daiichi Vision =The Challenge=』（本年４月 23 日公表）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、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

実行しております。 

かかる状況のもと、連結業績予想につきましては、平成 23 年３月期第２四半期累計期間及び通期ともに、本年４月

30 日発表の『平成 22 年３月期決算短信』に記載の業績予想から変更はありません。 

 

（連結業績予想） 

 第２四半期累計期間 通期 

売上高 620 億円 1,250 億円 

営業利益 40 億円 80 億円 

経常利益 35 億円 70 億円 

当期純利益 35 億円 70 億円 

 

７月以降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７月～９月は１ト

ン 510 ドル、10 月以降は 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。 

また、平成23年3月期の配当金につきましては、本日、別途『平成23年3月期配当予想の修正に関するお知らせ』に

て公表しているとおり、誠に遺憾ではございますが、中間（第２四半期末）配当予想を無配とさせていただきます。期末

配当予想につきましては、業績の動向が不透明なため、現時点では引き続き未定とさせていただき、確定次第速やか

に公表いたします。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ① 簡便な会計処理 

ⅰ．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。 

ⅱ．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。 

ⅲ．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 特有の会計処理 

    該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

    当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年 3 月

31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年 3 月 31

日）を適用しております。ただし、この変更に伴う影響はありません。 

 

  ② 表示方法の変更 

   ⅰ．四半期連結損益計算書関係 

    「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づき財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期

間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

   ⅱ．四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

前第１四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「配当金の支払額」（当第１四半期

連結累計期間△0 百万円）として区分掲記されていたものは、金額的重要性が減少したため、当第１四半期連結

累計期間より「その他」に含めて表示しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。 
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３. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,678 21,166

受取手形及び営業未収金 8,495 9,028

有価証券 15 15

貯蔵品 4,491 3,584

繰延及び前払費用 2,152 1,837

代理店債権 1,401 1,382

繰延税金資産 12 9

その他 1,454 2,073

貸倒引当金 △66 △66

流動資産合計 34,635 39,031

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 58,887 53,921

その他（純額） 1,094 1,144

建設仮勘定 23,877 22,541

有形固定資産合計 83,859 77,607

無形固定資産 204 219

投資その他の資産   

投資有価証券 6,269 7,160

繰延税金資産 214 221

その他 1,015 1,078

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 7,452 8,413

固定資産合計 91,515 86,240

資産合計 126,151 125,271
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 7,132 6,826

短期借入金 23,684 22,228

未払法人税等 57 48

繰延税金負債 277 388

前受金 1,372 1,042

賞与引当金 118 285

その他 2,482 5,661

流動負債合計 35,125 36,480

固定負債   

長期借入金 47,416 44,770

リース債務 1,231 1,263

繰延税金負債 1,626 1,875

退職給付引当金 1,397 1,393

役員退職慰労引当金 223 375

特別修繕引当金 1,155 1,052

負ののれん 36 47

その他 2,427 1,919

固定負債合計 55,514 52,697

負債合計 90,640 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 28,833 27,972

自己株式 △4,699 △4,698

株主資本合計 38,187 37,327

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,085 1,391

繰延ヘッジ損益 △2,351 △1,894

為替換算調整勘定 △2,107 △1,411

評価・換算差額等合計 △3,373 △1,914

少数株主持分 696 680

純資産合計 35,510 36,092

負債純資産合計 126,151 125,271
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 25,287 32,891

売上原価 28,474 29,432

売上総利益又は売上総損失（△） △3,187 3,458

一般管理費 1,266 1,331

営業利益又は営業損失（△） △4,453 2,127

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 78 58

負ののれん償却額 10 10

持分法による投資利益 26 －

その他 10 27

営業外収益合計 129 97

営業外費用   

支払利息 236 208

持分法による投資損失 － 31

為替差損 166 770

その他 77 29

営業外費用合計 480 1,040

経常利益又は経常損失（△） △4,803 1,184

特別利益   

固定資産売却益 5,955 －

特別修繕引当金戻入額 241 －

特別利益合計 6,197 －

特別損失   

投資有価証券評価損 15 377

用船契約解約金 4,017 －

特別損失合計 4,032 377

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（△）

△2,639 807

法人税、住民税及び事業税 61 39

法人税等調整額 △53 △119

法人税等合計 7 △80

少数株主損益調整前四半期純利益 － 887

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 27

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,636 860
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△2,639 807

減価償却費 1,920 1,763

受取利息及び受取配当金 △81 △58

支払利息 236 208

持分法による投資損益（△は益） △26 47

為替差損益（△は益） 197 456

固定資産売却損益（△は益） △5,955 －

投資有価証券評価損益（△は益） 15 377

売上債権の増減額（△は増加） 469 533

貯蔵品の増減額（△は増加） △1,216 △908

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） 593 △317

仕入債務の増減額（△は減少） 1,135 315

前受金の増減額（△は減少） △23 338

未払金の増減額（△は減少） 3,989 △3,092

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △200 126

その他 △54 194

小計 △1,640 791

利息及び配当金の受取額 81 58

利息の支払額 △234 △268

法人税等の支払額 △342 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,135 542

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） △13 30

有形固定資産の取得による支出 △2,005 △8,304

有形固定資産の売却による収入 8,444 30

その他 △25 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,399 △8,253

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 8,490 6,132

長期借入金の返済による支出 △2,454 △2,015

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △2 －

少数株主への配当金の支払額 △9 △9

その他 △11 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,751 4,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 △821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,083 △4,457

現金及び現金同等物の期首残高 15,637 20,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,721 16,448
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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）セグメント情報 

 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21 年３

月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年

３月 21 日）を適用しております。 

 

１． 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会等の社内決議機関が、用船を含む船隊整備案件の妥当性を評価するために、定期的に業績の把握を行っているも

のであります。 

当社グループの主な事業は不定期航路を中心とする海上運送業であり、当社を軸として国外及び国内の輸送事業

を展開しております。 

したがいまして、国外における「外航海運業」及び国内における「内航海運業」の２つを報告セグメントとしております。

「外航海運業」は、本邦からの輸出入にかかる海上輸送並びに本邦以外の地域間の海上輸送を行っており、また「内

航海運業」は、本邦内での海上輸送を行っております。 

 

２． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
 

当第１四半期連結累計期間 （自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年６月 30 日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 外航 

海運業 

内航 

海運業 
計 

その他 

（注 1） 
合計 

調整額 

（注 2） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

 

29,294 2,796 32,091 800

 

32,891 

 

－ 32,891

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間内部売上高 

又は振替高 
－ 0 0 279 280 △280 －

計 29,294 2,797 32,092 1,080 33,172 △280 32,891

セグメント利益 

（営業利益） 
1,939 126 2,066 46 2,112 14 2,127

（注１）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船舶管理業等の海運附帯事業、船用品

等商品販売業、不動産賃貸業等を含んでおります。 

（注２）全てセグメント間取引消去によるものであります。 

 

３． 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

 

 

（６）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。 
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