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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 32,293 △1.8 △1,530 ― △1,854 ― △1,991 ―
23年3月期第1四半期 32,891 30.1 2,127 ― 1,184 ― 860 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △2,749百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △571百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △7.78 ―
23年3月期第1四半期 3.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 135,549 32,983 23.8
23年3月期 136,557 35,742 25.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  32,197百万円 23年3月期  34,963百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
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
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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
通期の業績予想につきましては、東日本大震災による当社グループの業績への影響等により、現時点では合理的な算定が困難なため、未定とさせていただき
ます。今後予想が可能となった段階で、速やかに公表いたします。 

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) 64,000 △4.6 △3,000 ― △3,500 ― △1,700 ― △6.64
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

pu23l5mz
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(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 263,549,171 株 23年3月期 263,549,171 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 7,488,550 株 23年3月期 7,486,791 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 256,061,271 株 23年3月期1Q 256,074,513 株
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１．当四半期決算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 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 6 月 30 日まで）におけるわが国経済は、3 月 11

日に発生した東日本大震災の影響により、東日本の広範囲が被害を受け自動車部品をはじめ各種の供給網が寸断し

たこと、福島第一原子力発電所の事故による電力供給の混乱等により、景気が悪化しました。世界経済においては、

ギリシャ等の財政危機による欧米先進国の混乱、新興国におけるインフレの進行、中東の政情不安などにより、厳しい

環境が続き、先行きは不透明な状況です。 

海運業界におきましては、外航海運市況は東日本大震災後も市況回復の兆しが見えず、為替の円高と燃料油価格

の高止まりもあり、厳しい状況が続いております。また、内航海運市況は国内需要が低迷していることと燃料油価格の

高騰による収益圧迫により、外航海運市況同様厳しい状況となっております。 

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

努めましたが、当第 1 四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 322 億 93 百万円（前第 1 四半期連結累

計期間比 5 億 98 百万円、1.8％減）、営業損失 15 億 30 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 21 億 27 百万円の

営業利益）、経常損失 18 億 54 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 11 億 84 百万円の経常利益）、四半期純損失

19 億 91 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 8 億 60 百万円の四半期純利益）となりました。 

 

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 287 億 97 百万円と前第 1 四半期連結累計期間比 4 億 96 百万円、1.7％減少

し、営業損失は 17 億 50 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 19 億 39 百万円の営業利益）となりました。 

 

（専用船部門） 

専用船部門は、国内外の製鉄所向けの鉄鉱石・石炭をケープ型(15 万重量トン以上のばら積み船)にて輸送するこ

とを主な事業としております。その事業に大きな影響がある世界の鉄鋼生産は中国に牽引されて順調に伸びており、

ケープ型の需要は今後も増加すると予想されております。 

しかしながら、当第 1 四半期のケープ型を取り巻く環境は決して良好とはいえず、昨年 12 月から始まった市況の下

落は 2 月に底打ちしたもののその後も低位で推移し、市況レベルは低調なまま終わりました。その原因としては、新造

船供給圧力の影響に加え、昨年 12 月から引き続く東豪州の洪水被害の影響、3 月に発生した東日本大震災の影響

などによるものと考えられます。 

そのような環境下、国内外の長期契約に基づく安定収益の確保に加え、市況の高い水域への配船や、効率的な配

船スケジュールの策定などを行い収益の向上に努めましたが、市況の低迷の影響が大きく所期の目標を達成すること

が出来ませんでした。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被災した当社所有船"かつら"号

(207,791 重量トン)は現在国内ドックにて 9 月の完工を目標に修理作業中です。 

 

（油送船部門） 

油送船部門は、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おり

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。 
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しかしながら、本年 3 月の東日本大震災や新造船の竣工圧力の影響もあって当 1 四半期の市況は低調に推移しま

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、高騰する燃料油対策として減速航海を実施するなど効

率配船・運航に努めましたが、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、東日本大震災の影響を受け、また、

燃料油価格の高騰もあり、効率的な配船及び運航に努めましたが所期の目標には至りませんでした。 

一方、石炭灰・セメント船等の専用船においては、石炭灰専用船は当初計画より稼働率が低下したものの、セメント

専用船が順調に稼働し、おおむね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、売上高 27 億 31 百万円と前第 1 四半期連結累計期間比 65 百万円、2.3％減少しまし

たが、営業利益は 1 億 94 百万円と前第 1 四半期連結累計期間比 67 百万円、53.4％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。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、震災の影響を受け稼働率は低下し、収益は所期の目標を達成することができませんでした。また、一般貨物

船におきましても、同様の影響により、国内輸送量が前年比 10％以上減少したことに加え、燃料油価格の高騰も収益

を圧迫し、前第 1 四半期連結累計期間対比では増益となりましたが、所期の目標には至りませんでした。 

 

【その他】 

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 9 億 91 百万円(前第 1 四半期連結累計期間比 89 百万円、8.2％減少)、営業

利益は 24 百万円(前第 1 四半期連結累計期間比 22 百万円、47.8％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 

 

資産の部は、前連結会計年度末に比べ 10 億 8 百万円減少（前連結会計年度末比 0.7％減少）し、1,355 億 49 百

万円となりました。流動資産は 25 億 20 百万円減少（前連結会計年度末比 6.6％減少）し、一方、固定資産は 15 億 11

百万円増加（前連結会計年度末比 1.5％増加）となりました。流動資産の減少は、「貯蔵品」の増加 19 億 60 百万円等

があるものの、「現金及び預金」の減少 53 億 49 百万円によるものであり、固定資産の増加は、設備投資の結果として

「船舶」の増加 5 億 74 百万円並びに「建設仮勘定」の増加 15 億 36 百万円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 17 億 50 百万円増加（前連結会計年度末比 1.7％増加）し、1,025 億

65 百万円となりました。これは、船舶に対する設備借入の約定返済等により「長期借入金」の減少 9 億 16 百万円があ

るものの、「営業未払金」の増加 22 億 15 百万円によるものであります。 

純資産の部は、四半期純損失を計上したことにより「利益剰余金」の減少 19 億 91 百万円、並びに「その他の包括

利益累計額」の減少 7 億 74 百万円により、前連結会計年度末比 27 億 59 百万円減少（前連結会計年度末比 7.7％

減少）し、329 億 83 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 25.6％から 23.8％へ低下いたしました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

第 1 四半期は為替円高傾向、燃料油価格の高止まりに加えて、海運市況が東日本大震災による景気後退等の影

響により当初想定対比大幅に下落し、依然として上昇の兆しが見えていないことから売上・損益ともに減収・減益となり

ました。したがいまして、第 2 四半期についても、この傾向が続くとして、業績を次のとおり想定いたしました。 

一方、下半期については、東日本大震災の復興需要も含め、荷動きの需要は底堅く、海運市況も上昇すると見込

んでおりますが、足元の不透明な状況では業績見通しの前提となる市況水準の設定が極めて難しいため、出来うる限

り、今後の方向性を見極めたのち作成・発表することが、会社としての望ましい姿と判断し、通期業績予想を未定とした

次第であります。 

なお、通期業績予想数値は下期修正予算策定次第、遅くとも第 2 四半期決算発表を行う 10 月末前までには、発表

いたす所存です。 

また、連結業績予想につきましては、本日（平成 23 年 7 月 29 日）別途「業績予想の修正に関するお知らせ」にお

いても開示しております。 

 

（連結業績予想） 

 第 2 四半期累計期間 通期 

売上高 640 億円 - 

営業利益（△損失） △30 億円 - 

経常利益（△損失） △35 億円 - 

当期純利益（△損失） △17 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､第 2 四半期(7 月から 9 月まで)の為替レートを１ドル 80 円､燃

料油価格を 1 トン 700 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 24 年 3 月期の中間(第 2 四半期末)配当予想・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．サマリー情報 （その他）に関する情報 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

（３）追加情報 

当第 1 四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日）を適用しております。 
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,355 10,006

受取手形及び営業未収金 8,553 9,003

有価証券 15 15

貯蔵品 4,790 6,751

繰延及び前払費用 2,120 2,333

代理店債権 1,518 1,625

繰延税金資産 15 30

その他 6,100 6,145

貸倒引当金 △59 △22

流動資産合計 38,410 35,890

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 67,267 67,842

その他（純額） 1,038 1,021

建設仮勘定 22,007 23,544

有形固定資産合計 90,314 92,408

無形固定資産 161 154

投資その他の資産   

投資有価証券 6,289 5,796

繰延税金資産 224 161

その他 1,199 1,179

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 7,671 7,096

固定資産合計 98,147 99,658

資産合計 136,557 135,549
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 6,855 9,071

短期借入金 23,485 23,424

未払法人税等 144 124

繰延税金負債 215 235

前受金 1,988 2,250

賞与引当金 337 147

災害損失引当金 3,381 3,141

その他 3,449 3,614

流動負債合計 39,856 42,010

固定負債   

長期借入金 51,889 50,973

リース債務 1,012 991

繰延税金負債 1,654 1,758

退職給付引当金 1,481 1,518

役員退職慰労引当金 223 170

特別修繕引当金 1,502 1,604

負ののれん 3 2

その他 3,190 3,535

固定負債合計 60,958 60,555

負債合計 100,815 102,565

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 29,735 27,743

自己株式 △4,702 △4,702

株主資本合計 39,086 37,095

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,102 876

繰延ヘッジ損益 △3,408 △4,004

為替換算調整勘定 △1,817 △1,769

その他の包括利益累計額合計 △4,123 △4,897

少数株主持分 779 786

純資産合計 35,742 32,983

負債純資産合計 136,557 135,549
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 （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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 32,891 32,293

売上原価 29,432 32,398

売上総利益又は売上総損失（△） 3,458 △104

一般管理費 1,331 1,426

営業利益又は営業損失（△） 2,127 △1,530

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 58 68

負ののれん償却額 10 0

持分法による投資利益 － 70

その他 27 65

営業外収益合計 97 204

営業外費用   

支払利息 208 261

持分法による投資損失 31 －

為替差損 770 190

その他 29 77

営業外費用合計 1,040 529

経常利益又は経常損失（△） 1,184 △1,854

特別利益   

固定資産売却益 － 258

投資有価証券売却益 － 22

受取保険金 － 178

特別利益合計 － 460

特別損失   

投資有価証券評価損 377 －

災害による損失 － 130

特別損失合計 377 130

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（△）

807 △1,524

法人税、住民税及び事業税 39 98

法人税等調整額 △119 350

法人税等合計 △80 448

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

887 △1,973

少数株主利益 27 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 860 △1,991
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 （四半期連結包括利益計算書） 
 （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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

887 △1,973

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △306 △227

繰延ヘッジ損益 △456 △596

為替換算調整勘定 △702 23

持分法適用会社に対する持分相当額 6 23

その他の包括利益合計 △1,459 △775

四半期包括利益 △571 △2,749

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △597 △2,765

少数株主に係る四半期包括利益 25 16

第一中央汽船㈱　(9132)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

9



 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 

（４）セグメント情報 

 

Ⅰ 前第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） 

１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額 

（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。 

２． 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。 

 

Ⅱ 当第 1 四半期連結累計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日） 

１． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額 

（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 

 

28,797 2,731 31,529 763

 

32,293 

 

－ 32,293

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 
－ － － 227 227 △227 －

計 28,797 2,731 31,529 991 32,521 △227 32,293

セグメント利益又は損失（△） △1,750 194 △1,555 24 △1,531 1 △1,530

（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。 

（注 3）セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行っておりま

す。 
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２． 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。 

 

 

（５）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。 

 

 

（６）重要な後発事象 

  該当事項はありません。 

 

以 上 
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