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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 130,377 16.6 4,890 ― 1,166 ― 1,762 ―
22年3月期 111,842 △36.2 △4,496 ― △5,388 ― △3,877 ―

（注）包括利益 23年3月期 △337百万円 （―％） 22年3月期 △3,196百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 6.88 ― 5.0 0.9 3.8
22年3月期 △15.14 ― △10.4 △4.4 △4.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  101百万円 22年3月期  63百万円

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

23年3月期 136,557 35,742 25.6 136.54
22年3月期 125,271 36,092 28.3 138.29

（参考） 自己資本   23年3月期  34,963百万円 22年3月期  35,412百万円

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

23年3月期 6,542 △19,959 8,268 15,125
22年3月期 306 △3,383 8,746 20,906

2.  配当の状況 

（注）平成24年3月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 68,000 1.3 100 △97.5 △600 ― 1,100 △49.7 4.30
通期 143,000 9.7 3,400 △30.5 2,100 80.1 5,600 217.8 21.87

pu23l5mz
新規スタンプ



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は【添付資料】22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）詳細は【添付資料】25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  ： 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） 23年3月期 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 7,486,791 株 22年3月期 7,472,480 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 256,069,449 株 22年3月期 256,088,584 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 118,270 17.4 2,917 ― 1,861 △56.3 2,101 ―
22年3月期 100,771 △38.0 △5,425 ― 4,262 ― △3,780 ―

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

23年3月期 8.21 ―
22年3月期 △14.76 ―

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 90,409 38,197 42.3 149.17
22年3月期 77,561 36,386 46.9 142.09

（参考） 自己資本 23年3月期  38,197百万円 22年3月期  36,386百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、【添付資料】4ページ「次期見通し」を参照してください。 
また、平成24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。 



【添付資料】 
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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(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の世界経済を概観いたしますと、経済・金融

危機以降各国で講じられた金融安定化策や景気刺激策により、前半は前年度からの回復基調を維持しました

が、後半は経済対策効果の剥落が見られました。新興国ではインフレが進行し、欧米先進国においてもギリシ

ャの財政危機に端を発する混乱や、中東の政情不安により、先行きは一層不透明な状況です。また、わが国

経済につきましても、前年度半ば以降、政府による経済対策や輸出の伸長により緩やかに持ち直しておりまし

たが、3月に起きた東日本大震災の影響により、景気後退が懸念されます。 

海運業界におきましては、外航海運市況は、本年度初めに鉄鉱石価格が上昇し、その後荷動きが減少した

ことなどから、夏場に大きく落ち込みました。秋から年末にかけて、市況は若干持ち直したものの、その後発生

した東豪州の大規模な洪水による同地からの石炭輸出量の減少を背景として市況が再び大きく落ち込むなど、

全般的には低調に推移し、燃料油価格の高止まりと為替の円高もあり期末にかけ厳しい状況が続きました。ま

た、内航海運市況は、国内の鉄鋼生産量が輸出向けを中心に回復が進みましたが、全般的には内需低迷を

背景に主要貨物であるセメントや原材料の輸送が低迷し、年間を通じ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堅実な営業活動や船隊整備を行い、効率的な配船並びに

運航に努めました結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高1,303億77百万円（前連結会計年度

比185億34百万円、16.6％増）、営業利益48億90百万円（前連結会計年度は44億96百万円の営業損失）、経

常利益11億66百万円（前連結会計年度は53億88百万円の経常損失）、当期純利益17億62百万円（前連結会

計年度は38億77百万円の当期純損失）と、大幅な増収増益となりました。なお、特別損益項目には、東日本大

震災の災害損失34億1百万円の特別損失と受取保険金33億11百万円の特別利益を計上いたしております。 

いずれの金額にも消費税は含まれておりません。 

 

また、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、売上高1,160億24百万円と前連結会計年度比183億66百万円、18.8％増加し、

営業利益は39億18百万円（前連結会計年度は53億39百万円の営業損失）となりました。 

   (単位：百万円、％)

前期 当期 
(連結) 

(平成22年3月期) (平成23年3月期)
増減(△)額 増減(△)率 

売上高 111,842 130,377 18,534 16.6 

営業利益(△損失) △ 4,496 4,890 9,387 - 

経常利益(△損失) △ 5,388 1,166 6,554 - 

当期純利益(△損失) △ 3,877 1,762 5,639 - 
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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22年暦年の世界粗鋼生産量は、前年比約2億2百万トン増の約14億14百万トンと

なりました。わが国におきましても、平成22年暦年の粗鋼生産量は22百万トン増の1億10百万トンとなりました。

世界一の粗鋼生産量を誇る中国も平成22年暦年の生産量は53百万トン増の6億27百万トンと堅調な伸びとな

りました。 

しかしながら、当年度の運賃市況については、新造船竣工圧力の影響や、中国の鉄鉱石輸入の調整、第4

四半期に東豪州で発生した大規模洪水による石炭の一時出荷停止などの影響を受け、前年度同様乱高下す

る結果となりました。 

このような状況下、国内だけでなく中国・欧州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が、市況の低

迷や進行する円高などにより所期の目標を達成することができませんでした。なお、3月11日に発生した東日

本大震災により、鹿島港にて石炭揚げ荷役中であった当社所有船”かつら“号（載貨重量トン207,791トン、

2010年建造）が船体に損傷を受けましたが、現在はドックにて夏場の完工を目標に修理作業中です。 

 

油送船部門 

油送船部門におきましては、10万重量トン型原油タンカーを長期貸船中であり、所期の目標どおり安定収益

を確保いたしました。また、タンク容量78,500立方メートルの大型LPガスキャリアも長期貸船中であり、所期の

計画どおりの収支となっています。 

 

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一般炭輸送、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、非鉄鉱石の輸送を中心に営業を展開しました。 

年初は好調なレベルでスタートした市況も、特にケープ型の新造船竣工圧力の影響や、東豪州の大規模

洪水による石炭輸出量の減少もあり、後半は低調に推移しました。このような状況下、コストの低減と効率配船

に努めましたが、所期の目標を達成することはできませんでした。 

小型不定期船分野（約 4 万重量トンまで）におきましては、船腹を増強して荷動き増に対応できる体制とし、

業容拡充を図るとともに、効率配船・運航に努めましたが、下期に入るとともに市況は大型船に引きずられる形

で下落基調を辿り、所期の目標には至りませんでした。 

また、東南アジア、中国地域を中心とする近海不定期船分野におきましては、ロシア積み石炭、東南アジア

向け鋼材等の効率的な配船・運航に努め、日本向けのみならず中国向けロシア炭、インドネシア炭輸送等を

手掛け幅広く配船を行いましたが、近海水域全体の船腹需給は改善を見せず市況が低迷し、加えて冬期の

異常気象による運航面での損失等もあり、所期の目標には至りませんでした。 

一方、専用船関係では、昨年 12 月に載貨重量トン 15,224 トンのセメント専用船が竣工、これにより、外航セ

メント輸送に従事する専用船は合計 3 隻となり、また、載貨重量トン 5,465 トンの石炭灰専用船も順調に稼働、

共に採算向上に貢献しました。 
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【内航海運業】 

内航海運業につきましては、売上高111億73百万円と前連結会計年度比1億45百万円、1.3％減少しました

が、営業利益は7億1百万円と前連結会計年度比88百万円、14.4％増益となりました。 

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。石炭専用船は猛暑等による電力需要増を受け順調に稼働し、石灰

石及びセメント専用船におきましては、依然続くセメント内需の減少により稼働率は低迷しているものの、諸経

費等の合理化に努めました結果、専用船の収益は所期の目標を上回る結果となりました。 

また、一般貨物船におきましては、国内の鉄鋼生産量は輸出向けを中心に回復が進んでいるものの、国内

輸送量の大幅な回復とまでは至らず、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、不動産賃貸業を営んでおります。 

その他事業につきましては、売上高41億74百万円(前連結会計年度比1億41百万円、3.5％増加)、営業利

益は2億50百万円(前連結会計年度比27百万円、12.3％増加)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の追求に寄与しております。 

 

 

② 次期見通し 

 

リーマンショック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。平成22年度後半から市況が下落し、当面は厳しい状況が続くと考えられますが、中長期的

には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、外航海運市況は回

復するものと考えております。 

平成23年度においては、為替の円高、燃料油価格の高騰に加え、東日本大震災による景気後退が懸念さ

れるなか、当面は厳しい環境が続くものの、平成22年度と同様に堅実な営業活動や効率的な配船並びに運航

に努めることで「早期復配の達成と安定配当体制の構築」を目指し、平成23年度通期の連結売上高は1,430億

円、連結営業利益は34億円、連結経常利益は21億円、連結当期純利益は56億円を見込んでおります。 

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85円、燃料油価格を上期1トン

670ドル、下期610ドル、通期640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。 
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（2） 財政状態に関する分析 

① 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 112 億 86 百万円増加（前連結会計年度末比 9.0％増加）し、1,365

億 57 百万円となりました。流動資産は 6 億 20 百万円減少（前連結会計年度末比 1.6％減少）し、一方、固定

資産は 119 億 7 百万円増加（前連結会計年度末比 13.8％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 116 億 36 百万円増加（前連結会計年度末比 13.1％増加）

し、1,008 億 15 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、並びに東日本大震災に伴い生じた損害に対する災害損失引当金を計上したことによるものであり

ます。 

純資産の部は、当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その他の包括利益累計額の減少により、前連結会計年度末比 3 億 49 百万円減少

（前連結会計年度末比 1.0％減少）し、357 億 42 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 25.6％へ低下いたしました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、151 億 25 百万円となり、前連結会計年度末と

比べ 57 億 80 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、主に当期純利益を計上したことにより、65億42百万円の収入（前連結

会計年度比 62 億 35 百万円増加）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、199 億 59 百万円の支出（前連結

会計年度比 165 億 76 百万円、489.9％増加）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、82 億 68 百万円の収入（前連結会計年度比 4 億 78 百万円、5.5％減少）となりまし

た。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

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 

平成23年 

3月期 

自己資本比率 

（％） 
38.3 44.9 33.0 28.3 25.6 

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
89.7 153.7 45.2 60.3 30.9 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年） 
3.5 1.2 － 223.1 11.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

（倍） 
11.9 33.2 － 0.4 7.6 
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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) 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、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。 
(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。 

 

 

（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、東日本大震災の影響による景気後退、また、市況の低迷、為替の円高、燃料油価格の高騰

の傾向が当面続くと予想されることから、誠に遺憾ながら当期の期末配当の実施を見送らせていただくこととし

て6月開催の株主総会にお諮りする予定でございます。 

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、中間期末、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 本日『The 2nd 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

をしていく所存でございます。 

 

第一中央汽船㈱ (9132) 平成23年3月期決算短信

6



2. 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、子会社 32 社及び関連会社 8 社により構成され、その主な事業は、不定期航路を

中心とする外航海運業、内航海運業、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、外航海運業及び内航海運業につきましては、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：外航海運業及び内航海運業を行っております。 

 

子会社及び関連会社： 

 

 

外航海運業 

 

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。 

外航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3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。 

内航海運業 子会社の第一中央船舶㈱、第一中央興産㈱他2社から内航船舶を当社

が用船し、子会社の第一中央船舶㈱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 

 

子会社の第一中央ロジスティクス㈱、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、子会社の第一中央マリン㈱が船舶管

理業務を行っております。 

その他の事業 子会社の第一中央マリン㈱、第一中央船舶㈱他1社が船用品等商品販

売業を、子会社の第一中央興産㈱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。 
 
 

外航海運業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          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 
 
 
 

内航海運業 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    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 3 社 

関連会社 1 社 

子会社  第一中央船舶㈱、第一中央興産㈱、 

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  第一中央ロジスティクス㈱ 

       Daiichi Chuo Shipping (America) Inc. 

       第一中央マリン㈱ 他 3 社 

関連会社 1 社 

そ 

の 

他 

事 

業 

（販売業）   子会社 第一中央マリン㈱ 
第一中央船舶㈱ 他 1 社 

（不動産業）  子会社 第一中央興産㈱ 

（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) 会社の経営の基本方針 

 

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、目標とする経営指標、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～』(平成21年4月発表)の骨子 

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2,000億円、営業利益200億円)【平成22年4月上方修正済み】 

 

・ 『The 2nd Review of Daiichi Vision =The Challenge=』  (平成23年4月28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年度は、市況低迷、為替円高に加え、東豪州の大規模な洪水及び東日本大震災が発生するなどの

厳しい環境にあったものの、上記の体質改善、競争力のある船隊整備及び営業努力により連結営業利益、連

結経常利益、連結当期純利益 全てにおいて黒字を計上いたしました。 

平成23年度は新たな発展・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す。 
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新数値目標         ビジョン目標数値

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 
平成 27（2015） 

年度以降 【連結】 

（中期計画) （中期計画) （中期計画) （Vision) 

売上高 1,430 億円 1,620 億円 1,760 億円 2,000 億円

営業利益 34 億円 97 億円 126 億円 200 億円

経常利益 21 億円 82 億円 107 億円 - 

当期利益 56 億円 80 億円 95 億円

⇒ 

- 

前提 

為替 85円 85円 85円 

燃料油価格 ＄640/トン ＄610/トン ＄610/トン 

(ボンド油180cst京浜捕油ベース）   
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,166 15,355

受取手形及び営業未収金 9,028 8,553

有価証券 15 15

貯蔵品 3,584 4,790

繰延及び前払費用 1,837 2,120

代理店債権 1,382 1,518

未収入金 453 3,801

繰延税金資産 9 15

その他流動資産 1,620 2,298

貸倒引当金 △66 △59

流動資産合計 39,031 38,410

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 53,921 67,267

建物及び構築物（純額） 276 249

機械装置及び運搬具（純額） 73 55

器具及び備品（純額） 250 214

土地 543 518

建設仮勘定 22,541 22,007

有形固定資産合計 77,607 90,314

無形固定資産   

ソフトウエア 210 153

その他無形固定資産 8 8

無形固定資産合計 219 161

投資その他の資産   

投資有価証券 7,160 6,289

長期貸付金 31 30

長期前払費用 100 227

繰延税金資産 221 224

その他長期資産 947 941

貸倒引当金 △47 △41

投資その他の資産合計 8,413 7,671

固定資産合計 86,240 98,147

資産合計 125,271 136,557
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 6,826 6,855

短期借入金 22,228 23,485

未払法人税等 48 144

繰延税金負債 388 215

未払金 3,332 －

未払費用 216 196

前受金 1,042 1,988

賞与引当金 285 337

災害損失引当金 － 3,381

その他流動負債 2,112 3,252

流動負債合計 36,480 39,856

固定負債   

長期借入金 44,770 51,889

リース債務 1,263 1,012

繰延税金負債 1,875 1,654

退職給付引当金 1,393 1,481

役員退職慰労引当金 375 223

特別修繕引当金 1,052 1,502

負ののれん 47 3

その他固定負債 1,919 3,190

固定負債合計 52,697 60,958

負債合計 89,178 100,815

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 27,972 29,735

自己株式 △4,698 △4,702

株主資本合計 37,327 39,086

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,391 1,102

繰延ヘッジ損益 △1,894 △3,408

為替換算調整勘定 △1,411 △1,817

その他の包括利益累計額合計 △1,914 △4,123

少数株主持分 680 779

純資産合計 36,092 35,742

負債純資産合計 125,271 136,557

第一中央汽船㈱ (9132) 平成23年3月期決算短信

12



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 111,842 130,377

売上原価 111,249 120,013

売上総利益 592 10,363

一般管理費 5,089 5,472

営業利益又は営業損失（△） △4,496 4,890

営業外収益   

受取利息 7 2

受取配当金 117 145

負ののれん償却額 43 43

持分法による投資利益 63 101

法人税等還付加算金 172 －

その他営業外収益 189 116

営業外収益合計 593 409

営業外費用   

支払利息 861 839

為替差損 420 3,145

その他営業外費用 203 149

営業外費用合計 1,485 4,134

経常利益又は経常損失（△） △5,388 1,166

特別利益   

固定資産売却益 9,743 1,148

受取保険金 － 3,311

償却債権取立益 － 48

特別修繕引当金戻入額 431 42

特別利益合計 10,174 4,551

特別損失   

災害による損失 － 3,401

減損損失 38 －

用船契約解約金 7,395 －

貨物輸送契約解約金 903 －

投資有価証券評価損 16 432

特別損失合計 8,353 3,834

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△3,567 1,883

法人税、住民税及び事業税 140 168

法人税等調整額 53 △153

法人税等合計 194 14

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,869

少数株主利益 115 107

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,762

第一中央汽船㈱ (9132) 平成23年3月期決算短信

13



 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,869

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △287

繰延ヘッジ損益 － △1,513

為替換算調整勘定 － △377

持分法適用会社に対する持分相当額 － △28

その他の包括利益合計 － ※2  △2,207

包括利益 － ※1  △337

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △445

少数株主に係る包括利益 － 108
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 31,849 27,972

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,762

当期変動額合計 △3,877 1,762

当期末残高 27,972 29,735

自己株式   

前期末残高 △4,693 △4,698

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △3

当期変動額合計 △5 △3

当期末残高 △4,698 △4,702

株主資本合計   

前期末残高 41,209 37,327

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,762

自己株式の取得 △5 △3

当期変動額合計 △3,882 1,759

当期末残高 37,327 39,086
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 594 1,391

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 797 △288

当期変動額合計 797 △288

当期末残高 1,391 1,102

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,930 △1,894

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35 △1,513

当期変動額合計 35 △1,513

当期末残高 △1,894 △3,408

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,143 △1,411

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △267 △405

当期変動額合計 △267 △405

当期末残高 △1,411 △1,817

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,480 △1,914

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 565 △2,208

当期変動額合計 565 △2,208

当期末残高 △1,914 △4,123

少数株主持分   

前期末残高 573 680

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 106 99

当期変動額合計 106 99

当期末残高 680 779

純資産合計   

前期末残高 39,303 36,092

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,762

自己株式の取得 △5 △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 671 △2,109

当期変動額合計 △3,210 △349

当期末残高 36,092 35,742
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△3,567 1,883

減価償却費 7,111 7,208

減損損失 38 －

受取利息及び受取配当金 △125 △148

支払利息 861 839

為替差損益（△は益） 672 1,306

持分法による投資損益（△は益） △42 △54

固定資産売却損益（△は益） △9,743 △1,148

投資有価証券評価損益（△は益） 16 432

売上債権の増減額（△は増加） △2,083 469

貯蔵品の増減額（△は増加） △1,457 △1,231

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） 813 △294

代理店債権の増減額（△は増加） △103 △143

未収入金の増減額（△は増加） 147 △3,402

立替金の増減額（△は増加） △194 179

仕入債務の増減額（△は減少） △123 83

未払金の増減額（△は減少） 3,106 △3,198

前受金の増減額（△は減少） △189 963

預り金の増減額（△は減少） 508 252

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 3,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） △110 87

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99 △151

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △94 503

その他 △12 △511

小計 △4,671 7,304

利息及び配当金の受取額 125 148

利息の支払額 △794 △859

法人税等の支払額 △540 △117

法人税等の還付額 6,187 66

営業活動によるキャッシュ・フロー 306 6,542

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） △63 30

有形固定資産の取得による支出 △18,778 △26,152

有形固定資産の売却による収入 14,448 5,334

造船契約変更による収入 － 826

造船契約譲渡による収入 888 －

その他 122 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,383 △19,959
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） △4,680 －

長期借入れによる収入 20,869 16,911

長期借入金の返済による支出 △7,318 △8,502

自己株式の取得による支出 △5 △3

配当金の支払額 △4 △1

少数株主への配当金の支払額 △9 △9

その他 △106 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,746 8,268

現金及び現金同等物に係る換算差額 △400 △632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,268 △5,780

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期末残高 20,906 15,125

第一中央汽船㈱ (9132) 平成23年3月期決算短信

18



(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  26社        第一中央船舶(株)、第一中央マリン(株)、第一中央興産(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6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Centro Shipping S.A.並びにCrane Maritime Co., 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Shagang Daiichi Shipping Co., Ltd.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8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 

(Ⅰ) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．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 

 

ｂ．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。 

（Ⅱ） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法  ：時価法 

（Ⅲ） 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．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｡ 
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

船舶            5年～20年 

建物及び構築物    3年～50年 

ｂ．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 

ｃ．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。 

（Ⅳ） 重要な引当金の計上基準 

    ａ．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。 

    ｂ．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。 

     ｃ．災害損失引当金 

平成23年3月11日に発生しました東日本大震災により被災いたしました船舶の修繕費の支出に充

てるため、合理的な見込額に基づいて計上しております。 

ｄ．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。 

ｅ．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。 

      ｆ．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。 
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(Ⅴ） 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。 

（Ⅵ） 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。 

（Ⅶ） 重要なヘッジ会計の方法 

ａ．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。 

ｂ．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） 

ｃ．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。 

ｄ．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。 

（Ⅷ） 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。 

（Ⅸ） 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。 

（Ⅹ） その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

ａ．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。 

ｂ．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。 
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（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 

 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 3 月 10 日公表）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号 平成 20 年 3 月

10 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。 

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

当連結会計年度より、「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 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において区分掲記しておりました「未払金」（当連結会計年度 168百万円）は、負債純資

産合計の5/100以下であるため、当連結会計年度においては「その他流動負債」に含めて表示しておりま

す。 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度より、「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）を適用し、

「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

  （連結包括利益計算書関係） 

  当連結会計年度 （自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 親会社株主に係る包括利益 △ 3,311 百万円 

 少数株主に係る包括利益 115  

 計 △ 3,196  

 

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 796 百万円 

 繰延ヘッジ損益 35  

 為替換算調整勘定 △ 275  

 持分法適用会社に対する持分相当額 8  

 計 565  

 

 

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）

を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会

計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 
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  （セグメント情報） 

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、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と同一であり、セグメント間の内部売上高は市場価格に基づいております。 

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度 （自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 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） 

連結    

財務諸表  

計上額 

 

116,024 11,169 127,194 3,182

 

130,377 

 

－ 130,377

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 
－ 3 3 992 995 △995 －

計 116,024 11,173 127,197 4,174 131,372 △995 130,377

セグメント利益 

（営業利益） 
3,918 701 4,619 250 4,870 20 4,890

セグメント資産 120,920 14,778 135,698 1,798 137,497 △939 136,557

その他の項目    

減価償却費 5,940 1,220 7,161 60 7,222 △13 7,208

持分法適用会社への 

投資額 
316 － 316 126 442 △15 427

有形固定資産及び   

無形固定資産の増加額 
27,403 584 27,988 16 28,004 △554 27,450

（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。 
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（追加情報） 

当連結会計年度より、「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 株当たり情報） 

当連結会計年度 （自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日） 

 

1 株当たり純資産額 136.54 円

1 株当たり当期純利益金額 6.88 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、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

(注)1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎  

連結損益計算書上の当期純利益 （百万円） 1,762 

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 1,762 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － 

普通株式の期中平均株式数 （株） 256,069,449 

 

 

   （重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

以  上 
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