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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 104,864 4.9 △5,792 ― △6,733 ― △6,199 ―
23年3月期第3四半期 99,941 21.3 5,047 ― 2,303 ― 2,349 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △8,711百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,856百万円 （―％）

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3四半期 △24.21 ―
23年3月期第3四半期 9.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 135,197 27,021 19.4
23年3月期 136,557 35,742 25.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  26,167百万円 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  
 

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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 140,000 7.4 △9,000 ― △10,500 ― △9,000 ― △35.15

pu23l5mz
新規スタンプ



(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3Q 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3Q 7,494,452 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3Q 256,058,343 株 23年3月期3Q 256,071,380 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 3 四半期連結累計期間（平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日まで）における世界経済は欧州の金

融危機による急速な信用収縮や、先進主要国の景気減速により不透明感が高まりました。新興国におきましても、イン

フレ抑制のための金融引き締め政策の影響等により、世界景気を底上げさせる動きには至りませんでした。また、わが

国の経済も、円高・原油高の影響や世界経済の減速により先行き不透明な状況です。 

海運業界におきましては、中国等の新興国の原料需要は勢いの鈍化はあるものの、相変わらず増加が見込まれま

すが、市況を急激に押し上げ、回復するほどの影響には到っていない状況です。外航不定期船市況は、昨年 8 月下

旬より、大型船を中心に大幅に回復したものの、未だ心理的に船腹過剰感が強く残っていることから、昨年末から再び

弱含んでおります。また、内航海運市況は、東日本大震災直後は大きく落ち込んだ後、石炭専用船は猛暑等による電

力需要を受け順調に稼動する動きがみられましたが、震災からの復航需要による本格的な荷動き増の兆しは未だみ

えず、総じて低迷している状況です。 

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 3 四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 1,048 億 64 百万円（前第 3 四半期連結累

計期間比 49 億 22 百万円、4.9％増）、営業損失 57 億 92 百万円（前第 3 四半期連結累計期間は 50 億 47 百万円の

営業利益）、経常損失 67 億 33 百万円（前第 3 四半期連結累計期間は 23 億 3 百万円の経常利益）となりました。また、

特別利益に船舶を売却したことに伴う固定資産売却益を計上した一方、特別損失では固定資産について減損損失

（減損損失の詳細内容につきましては、本日発表の「固定資産の減損処理に伴う特別損失計上に関するお知らせ」を

ご参照ください）を計上したことにより、四半期純損失 61 億 99 百万円（前第 3 四半期連結累計期間は 23 億 49 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 943 億 1 百万円と前第 3 四半期連結累計期間比 51 億 85 百万円、5.8％増加

し、営業損失は 62 億 56 百万円(前第 3 四半期連結累計期間は 44 億 17 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、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石、石炭をケープ型（約 15 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 23 年暦年の世界粗鋼生産量は、前年同期比約 76 百万トン増の約 14 億 90 百万トンとなりま

した。わが国の平成 23 年暦年の粗鋼生産量は前年同期比約 2 百万トン減の 108 百万トンとなりました。 

一方、世界一を誇る中国の粗鋼生産量は、平成 23 年暦年で前年同期比約 56 百万トン増の 6 億 83 百万トンと依

然として高い伸びを維持しております。 

これらを背景に、平成 23 年 12 月までの運賃市況につきましては、新造船の竣工圧力に加え、鉄鉱石や石炭供給

地の天候不順等により、第 1 四半期は日建て 1 万ドルを割り込むレベルが続いたものの、8 月後半からは鉄鉱石価格

下落に伴う中国向けを中心とした荷動きの回復により 12 月には日建て 3 万ドルを超えるレベルにまで達するなど上

昇をみました。 

このような状況下、平成 23 年度は 12 月までに既存ケープ型船隊に新造船 3 隻を投入、また老齢船 1 隻を売船処

分し、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、インド向けの貨物とのコンビ

ネーション輸送等も行い、収益の向上に努めましたが、上半期の市況の下落による損失を補いきれず、所期の目標を

達成できませんでした。 

なお、東日本大震災により、鹿島港で被災した当社所有船“かつら”号（207,791 重量トン、平成 22 年建造）は昨年

9 月 15 日に修理完工し稼動を再開しております。 
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（油送船部門） 

油送船部門におきましては、タンク容量 78,500 立方メートルの大型ＬＰガスキャリアを長期貸船中でありますが、円

高の影響により収益を圧迫しております。一方、10 万重量トン型原油タンカーも長期貸船中でありますが、所期の目標

どおり安定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。ケープ型の市況に牽引され上昇基調にあった市況も第 3 四半期末にかけて

弱含んでまいりました。このような状況下、コストの低減と比較的市況が良好な大西洋への配船をするなどの効率配

船･運航に努めましたが、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、業容拡充を図るとともに、一層の効率配船・減速運航に

よるコスト低減に努めましたが、市況低迷、円高、燃料油価格の高止まりにより、所期の目標には至りませんでした。 

また、東南アジア、中国、ロシア地域を中心とする近海不定期船分野(約 2 万重量トンまで)におきましては、セメント、

鉱石、鋼材等の輸出貨物と石炭、木材等の輸入貨物、更に三国間輸送を絡めた効率配船・運航に努めましたが、市

況低迷、円高、燃料油価格高により、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関係では、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

用船は順調に稼働し、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 83 億 9 百万円と前第 3 四半期連結累計期間比 99 百万円、1.2％減少し、営

業利益は 3 億 27 百万円と前第 3 四半期連結累計期間比 1 億 13 百万円、25.7％減益となりました。 

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、昨年 5 月に新造の 8 千重量トン型セメント専用船が船隊に加

わりました。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

復興需要の遅れもあって、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 5％程減少したことに加え、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】 

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 30 億 18 百万円(前第 3 四半期連結累計期間比 1 億 37 百万円、4.3％減少)、

営業利益は 1 億 34 百万円(前第 3 四半期連結累計期間比 37 百万円、21.9％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 13 億 60 百万円減少（前連結会計年度末比 1.0％減少）し、1,351 億 97 百

万円となりました。流動資産は 2 億 55 百万円減少（前連結会計年度末比 0.7％減少）し、また固定資産は 11 億 4 百

万円減少（前連結会計年度末比 1.1％減少）となりました。流動資産の減少は、「受取手形及び営業未収金」の増加 23

億 72 百万円並びに「貯蔵品」の増加 20 億 24 百万円等があるものの、「現金及び預金」の減少 61 億 69 百万円によ

るものであり、固定資産の減少は、設備投資の結果として「建設仮勘定」の増加 67 億 80 百万円がありましたが、一方、

減価償却が進んだことによる「船舶」の減少 53 億 51 百万円並びに時価の下落及び売却に伴う「投資有価証券」の減
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少 23 億 15 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 73 億 60 百万円増加（前連結会計年度末比 7.3％増加）し、1,081 億

75 百万円となりました。これは主に設備及び運転借入により「短期借入金」の増加 33 億 15 百万円並びに「長期借入

金」の増加 28 億 78 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 61 億 99 百万円、並びに「その他の包括

利益累計額」の減少 25 億 95 百万円により、前連結会計年度末比 87 億 21 百万円減少（前連結会計年度末比

24.4％減少）し、270 億 21 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 19.4％へ低下いたしました。 

 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

外航海運市況については昨年 8 月下旬から大型船を中心に急激かつ大幅に回復したものの、昨年末から再び下

落しておりますが、新興国を中心とした需要は底堅く、中国の旧正月明け以降 2 月頃からは徐々に正常化し回復する

ものと見込んでおります。 

しかしながら、連結業績予想につきましては、本日公表の「業績予想に関するお知らせ」において開示しております

ように、円高、燃料油価格高に加え、市況の回復に時間がかかっていることから、昨年 10 月 28 日の発表より営業・経

常損失が増加するものとみております。当期純損失は、この第 4 四半期に売却を予定している船舶の売却益を織り込

んでおります。 

 

(連結通期業績予想) 

 通期 

売上高 1,400 億円 

営業利益 (△損失) △90 億円 

経常利益 (△損失) △105 億円 

当期純利益 (△損失) △90 億円 

 

第 4 四半期（1 月から 3 月まで）の業績見通しの主な前提といたしましては､為替レートを 1 ドル 77 円､燃料油価格

を 1 トン 770 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。 

当社グループは昨年4月に発表した『The 2nd Review of Daiichi Vision =The Challenge=』にある数値目標と「早期復配

の達成と安定配当体制の構築」に向けたゆまぬ努力をしていく所存でございます。 
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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 

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,355 9,185

受取手形及び営業未収金 8,553 10,925

有価証券 15 15

貯蔵品 4,790 6,815

繰延及び前払費用 2,120 2,724

代理店債権 1,518 1,953

繰延税金資産 15 4

その他 6,100 6,557

貸倒引当金 △59 △27

流動資産合計 38,410 38,154

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 67,267 61,916

その他（純額） 1,038 893

建設仮勘定 22,007 28,788

有形固定資産合計 90,314 91,597

無形固定資産 161 143

投資その他の資産   

投資有価証券 6,289 3,973

繰延税金資産 224 140

その他 1,199 1,230

貸倒引当金 △41 △43

投資その他の資産合計 7,671 5,301

固定資産合計 98,147 97,042

資産合計 136,557 135,197
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 6,855 8,395

短期借入金 23,485 26,800

未払法人税等 144 116

繰延税金負債 215 426

前受金 1,988 1,388

賞与引当金 337 146

災害損失引当金 3,381 －

その他 3,449 6,702

流動負債合計 39,856 43,977

固定負債   

長期借入金 51,889 54,768

リース債務 1,012 950

繰延税金負債 1,654 1,009

退職給付引当金 1,481 1,554

役員退職慰労引当金 223 170

特別修繕引当金 1,502 1,378

負ののれん 3 0

その他 3,190 4,365

固定負債合計 60,958 64,198

負債合計 100,815 108,175

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 23,536

自己株式 △4,702 △4,703

株主資本合計 39,086 32,886

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,102 311

繰延ヘッジ損益 △3,408 △5,168

為替換算調整勘定 △1,817 △1,862

その他の包括利益累計額合計 △4,123 △6,718

少数株主持分 779 853

純資産合計 35,742 27,021

負債純資産合計 136,557 135,197
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 99,941 104,864

売上原価 90,817 106,377

売上総利益又は売上総損失（△） 9,124 △1,513

一般管理費 4,077 4,278

営業利益又は営業損失（△） 5,047 △5,792

営業外収益   

受取利息 1 3

受取配当金 145 118

負ののれん償却額 32 2

持分法による投資利益 31 304

その他 50 335

営業外収益合計 261 765

営業外費用   

支払利息 625 777

為替差損 2,282 549

その他 96 380

営業外費用合計 3,004 1,707

経常利益又は経常損失（△） 2,303 △6,733

特別利益   

固定資産売却益 489 1,512

投資有価証券売却益 － 216

用船契約解約金 － 366

特別修繕引当金戻入額 － 337

受取保険金 － 323

その他 48 －

特別利益合計 537 2,757

特別損失   

固定資産売却損 － 19

減損損失 － 1,531

災害による損失 － 209

投資有価証券売却損 － 36

投資有価証券評価損 436 －

特別損失合計 436 1,798

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（△）

2,404 △5,774

法人税、住民税及び事業税 130 154

法人税等調整額 △148 182

法人税等合計 △17 336

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（△）

2,422 △6,111

少数株主利益 73 87

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,349 △6,199
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

2,422 △6,111

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △95 △795

繰延ヘッジ損益 △2,777 △1,759

為替換算調整勘定 △1,385 △51

持分法適用会社に対する持分相当額 △21 6

その他の包括利益合計 △4,279 △2,599

四半期包括利益 △1,856 △8,711

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,929 △8,794

少数株主に係る四半期包括利益 72 83
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（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 3 四半期連結累計期間 （自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年 12 月 31 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 

 

89,115 8,407 97,522 2,419

 

99,941 

 

－ 99,941

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 
－ 2 2 736 738 △738 －

計 89,115 8,409 97,524 3,155 100,680 △738 99,941

セグメント利益 

（営業利益） 
4,417 440 4,858 171 5,029 17 5,047

（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 3 四半期連結累計期間 （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 12 月 31 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 

 

94,301 8,308 102,609 2,254

 

104,864 

 

－ 104,864

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 
－ 1 1 763 764 △764 －

計 94,301 8,309 102,610 3,018 105,629 △764 104,864

セグメント利益又は損失（△） △6,256 327 △5,929 134 △5,795 3 △5,792

（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 

「外航海運業」において、保有船舶による営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、また「外航海運

業」及び「その他」において、売却予定資産の売却予定価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額 15 億 31 百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

  なお、セグメント毎の減損損失は次のとおりであります。 

  

セグメント 資産 減損損失 （百万円） 

外航海運業 船舶 1,520 

その他 賃貸不動産 11 

 

 

（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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