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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 36,608 13.4 △4,718 ― △5,908 ― △6,132 ―
24年3月期第1四半期 32,293 △1.8 △1,530 ― △1,854 ― △1,991 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △6,835百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △2,749百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △23.95 ―
24年3月期第1四半期 △7.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 126,892 20,216 15.2
24年3月期 131,139 27,056 19.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  19,305百万円 24年3月期  26,160百万円

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  ：  有  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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   

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) 73,000 5.9 △8,000 ― △9,000 ― △8,000 ― △31.24
通期 149,000 7.2 △8,000 ― △9,000 ― △8,000 ― △31.24

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 

詳細は、添付資料4ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 263,549,171 株 24年3月期 263,549,171 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 7,500,024 株 24年3月期 7,497,532 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 256,050,428 株 24年3月期1Q 256,061,271 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 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日まで）における世界経済を概観します

と、欧州債務危機の深刻化により欧米主要国の景気は停滞しており、中国、インドなどの新興国におきましてもインフ

レ抑制のための金融引締め政策の影響等により、景気は減速傾向が続きました。 

わが国経済も、世界経済の減速や長引く円高の影響により、景気の本格的な回復は先行き不透明な状況です。 

海運業界におきましては、外航海運市況は高船齢の撒積船のスクラップ処分が前年度対比でも大幅な増加傾向に

あるものの、中国、インド等の新興国の経済成長の鈍化による需要減、新造船の供給圧力等により、市況回復の兆し

が見えず、為替の円高と、燃料油価格が足元は軟化傾向にあるものの総じて高止まりしていたこともあり、厳しい状況

が続いております。また、内航海運市況は復興需要が遅れ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 366 億 8 百万円（前第 1 四半期連結累計

期間比 43 億 15 百万円、13.4％増）、営業損失 47 億 18 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 15 億 30 百万円の

営業損失）、経常損失 59 億 8 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 18 億 54 百万円の経常損失）、四半期純損失

61 億 32 百万円（前第 1 四半期連結累計期間は 19 億 91 百万円の四半期純損失）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 330 億 9 百万円と前第 1 四半期連結累計期間比 42 億 11 百万円、14.6％増

加したものの、営業損失は 50 億円（前第 1 四半期連結累計期間は 17 億 50 百万円の営業損失）となりました。 

 

（専用船部門） 

専用船部門におきましては、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。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良好とはいえず、昨年12月には3万ドルレベルをつけてい

ましたが、同月末から急速に下落し、1月には5千ドルレベルをつけ、その後3千ドル～8千ドルレベルと低位で推移し

たままとなっております。 

その原因としては、新造船供給圧力に加え、昨年末の豪州シッパーによる駆け込み配船の反動と、国際鉄鉱石価

格の高騰による中国製鉄所の輸入鉱石買い控えによる輸入量の伸びの鈍化があると考えられます。 

このような状況下、国内外の顧客からの中長期契約の獲得による収益の安定化に努め、用船市況の高い水域への

配船や、インド向け貨物との組み合わせによる効率配船、さらには燃料油価格の高騰の影響を 小限にとどめるため、

各船の減速運航を実施するなど収益の向上に努めましたが、第 1 四半期の市況下落の影響により、所期の目標を達

成することができませんでした。 

 

（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
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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。 

昨年後半には上昇基調にあった市況も、年明けより、ケープ型新造船の供給圧力が顕在化し、中国をはじめ発展

途上国の経済成長鈍化、欧州金融危機等もあり、低調に推移しました。このような状況下、市況が相対的に良好な大

西洋への更なる配船、水域間格差による 大利益を追求した配船、減速運航などによるコストの低減や効率配船に努

めましたが、燃料油価格の高止まりもあり、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、アジア、米州のコンビネーション配船強化など一層の効

率配船、燃料油調達港の厳選と減速省エネ運航によるコスト低減に努めましたが、長引く市況低迷、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、市況の改善が

遅れ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ため所期の目

標には至りませんでしたが、セメント専用船は順調に稼働し、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 26 億 90 百万円と前第 1 四半期連結累計期間比 41 百万円、1.5％減少しまし

たが、営業利益は 2 億 7 百万円と前第 1 四半期連結累計期間比 12 百万円、6.4％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、原発停止に伴い石炭火力発電所の高い稼動率やセメント需要

増大を受け、順調に稼働し、収益は所期の目標を達成することができました。しかしながら、一般貨物船におきまして

は、燃料油価格がさらに高騰し収益を圧迫するとともに、復興需要の遅れもあって荷動きは低調に終わり、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 11 億 34 百万円(前第 1 四半期連結累計期間比 1 億 43 百万円、14.5％増加)、

営業利益は 73 百万円(前第 1 四半期連結累計期間比 49 百万円、202.4％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）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 42 億 47 百万円減少（前連結会計年度末比 3.2％減少）し、1,268 億 92 百

万円となりました。流動資産は 3 億 48 百万円減少（前連結会計年度末比 1.0％減少）し、固定資産は 38 億 99 百万

円減少（前連結会計年度末比 4.1％減少）となりました。流動資産の減少は、「現金及び預金」の増加 12 億 20 百万円

があるものの、「受取手形及び営業未収金」の減少 10 億 80 百万円並びに「その他」に含まれる「前渡金」の減少 10

億 74 百万円によるものであり、固定資産の減少は、主に株式の売却に伴う「投資有価証券」の減少 27 億 95 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 25 億 92 百万円増加（前連結会計年度末比 2.5％増加）し、1,066 億

76 百万円となりました。これは、「短期借入金」の増加 27 億 24 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 32 百万円、並びに「その他の包括

利益累計額」の減少 7 億 21 百万円により、前連結会計年度末比 68 億 40 百万円減少（前連結会計年度末比 25.3％

減少）し、202 億 16 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 19.9％から 15.2％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、外航不定期船市況が中国、インド等の新興国の経

済成長の鈍化による需要減や新造船の供給圧力増等によって、回復が遅れていることから売上、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、業績を下記のとおり想定いたしました。 

一方、下半期については、市況は若干回復するものの、上半期の損失を軽減する程ではないと考え、通期の業績

を下記のとおり想定いたしました。 

また、連結業績予想の修正につきましては、本日（平成 24 年 7 月 31 日）別途「業績予想の修正及び配当予想の修

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 73,000 149,000 

営業利益（△損失） △ 8,000 △ 8,000 

経常利益（△損失） △ 9,000 △ 9,000 

当期純利益（△損失） △ 8,000 △ 8,000 

 

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～第 4 四半期（7 月から翌年 3 月まで）の為替レー

トを 1 ドル 80 円､燃料油価格を 1 トン 650 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 25 年 3 月期の配当予想につきましては、本日（平成 24 年 7 月 31 日）別途「業績予想の修正及び配当

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ように、第 2 四半期及び通期業績予想において経常損

失を計上する見通しから、誠に遺憾ながら、第 2 四半期末、期末ともに見送らせていただく予定でございます。 

 

 

 

２．サマリー情報 （注記事項）に関する事項 

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第 1 四半期連結会計期間より、平成 24 年 4 月 1 日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。ただし、この変更

に伴う影響はありません。 
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３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、当第

1 四半期連結累計期間においても営業損失 4,718 百万円、経常損失 5,908 百万円、及び四半期純損失 6,132 百万

円を計上しており、現在の低迷した海運市況が今後も続けば営業損失が継続し、その結果、資金繰りに懸念が生じる

惧れがあります。これらにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。こ

の業績の悪化の要因は主として海運市況環境の低迷が想定を超えたため収益が圧迫されたことであります。 

当社グループはこのような状況を解消すべく、当連結会計年度以降の事業計画を見直し、収益体質を改善すること

により、損失を解消する対応策を講じて参ります。基本方針は、船隊のダウンサイズ化を行い、リスクを企業体力に見

合った範囲にとどめ、貨物と船腹のバランスのとれたドライバルク専業会社を目指すことであります。 

具体的には、次の対応策を講じて行くことを検討しております。 

(1) リスクの軽減 

大型船については、中・長期輸送契約を安定収益源とし、それに見合う船隊規模への縮小・適正化を図る。一方、

中小型船は船隊を縮小しつつも、より強く当社の独自性を活かせることから、その営業を強化し収益の向上を図って

いく。 

(2) 所有船の売却 

船隊規模の縮小の一環として売却益と売却資金余剰が見込まれる船舶を売却していく。 

(3) 運航コストの圧縮 

船舶運航の大半を占める燃料費を抑えるために、現在も実施している減速運航の更なる強化を行っていく。 

(4) 一般管理費等の経費の削減 

既に実行中であるが、更なる削減の強化を行い、固定費の圧縮を進めていく。 

上記に加え、現在のような低迷した海運市況が続けば、当社グループ自身の体力だけでは厳しく、大株主及び主

要金融機関に支援を要請し、現在検討いただいております。また船主・造船所等、当社に関係するステークホルダー

の協力も不可欠であると認識しております。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,219 9,440

受取手形及び営業未収金 10,472 9,392

有価証券 15 15

貯蔵品 7,711 8,171

繰延及び前払費用 2,808 2,737

代理店債権 1,938 2,417

繰延税金資産 9 9

その他 4,448 3,088

貸倒引当金 △31 △28

流動資産合計 35,593 35,245

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 59,632 62,960

その他（純額） 938 918

建設仮勘定 28,870 24,629

有形固定資産合計 89,441 88,507

無形固定資産 133 123

投資その他の資産   

投資有価証券 4,448 1,652

繰延税金資産 118 125

その他 1,446 1,280

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 5,971 3,015

固定資産合計 95,546 91,646

資産合計 131,139 126,892
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 9,466 9,425

短期借入金 27,308 30,032

未払法人税等 244 62

繰延税金負債 218 158

前受金 1,694 2,030

賞与引当金 231 105

その他 3,082 3,565

流動負債合計 42,245 45,380

固定負債   

長期借入金 54,486 54,297

リース債務 984 960

繰延税金負債 1,234 826

退職給付引当金 1,497 1,497

役員退職慰労引当金 170 76

特別修繕引当金 1,339 1,327

その他 2,124 2,309

固定負債合計 61,837 61,295

負債合計 104,083 106,676

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 20,454 14,321

自己株式 △4,703 △4,703

株主資本合計 29,804 23,671

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 720 46

繰延ヘッジ損益 △2,526 △2,642

為替換算調整勘定 △1,838 △1,769

その他の包括利益累計額合計 △3,643 △4,365

少数株主持分 896 910

純資産合計 27,056 20,216

負債純資産合計 131,139 126,892
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 32,293 36,608

売上原価 32,398 39,999

売上総損失（△） △104 △3,390

一般管理費 1,426 1,327

営業損失（△） △1,530 △4,718

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 68 50

持分法による投資利益 70 76

その他 66 25

営業外収益合計 204 154

営業外費用   

支払利息 261 262

為替差損 190 274

デリバティブ評価損 － 733

その他 77 73

営業外費用合計 529 1,343

経常損失（△） △1,854 △5,908

特別利益   

固定資産売却益 258 16

投資有価証券売却益 22 720

造船契約譲渡益 － 892

特別修繕引当金戻入額 － 9

受取保険金 178 －

特別利益合計 460 1,638

特別損失   

減損損失 － 373

災害による損失 130 －

投資有価証券売却損 － 44

造船契約解約損 － 1,350

用船契約解約金 － 38

特別損失合計 130 1,807

税金等調整前四半期純損失（△） △1,524 △6,076

法人税、住民税及び事業税 98 55

法人税等調整額 350 △17

法人税等合計 448 37

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,973 △6,113

少数株主利益 17 19

四半期純損失（△） △1,991 △6,132
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,973 △6,113

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △227 △674

繰延ヘッジ損益 △596 △115

為替換算調整勘定 23 48

持分法適用会社に対する持分相当額 23 19

その他の包括利益合計 △775 △722

四半期包括利益 △2,749 △6,835

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,765 △6,854

少数株主に係る四半期包括利益 16 18
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 

当第 1 四半期連結会計期間 （自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日） 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、当第

1 四半期連結累計期間においても営業損失 4,718 百万円、経常損失 5,908 百万円、及び四半期純損失 6,132 百万

円を計上しており、現在の低迷した海運市況が今後も続けば営業損失が継続し、その結果、資金繰りに懸念が生じる

惧れがあります。これらにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。こ

の業績の悪化の要因は主として海運市況環境の低迷が想定を超えたため収益が圧迫されたことであります。 

当社グループはこのような状況を解消すべく、当連結会計年度以降の事業計画を見直し、収益体質を改善すること

により、損失を解消する対応策を講じて参ります。基本方針は、船隊のダウンサイズ化を行い、リスクを企業体力に見

合った範囲にとどめ、貨物と船腹のバランスのとれたドライバルク専業会社を目指すことであります。 

具体的には、次の対応策を講じて行くことを検討しております。 

(1) リスクの軽減 

大型船については、中・長期輸送契約を安定収益源とし、それに見合う船隊規模への縮小・適正化を図る。一方、

中小型船は船隊を縮小しつつも、より強く当社の独自性を活かせることから、その営業を強化し収益の向上を図って

いく。 

(2) 所有船の売却 

船隊規模の縮小の一環として売却益と売却資金余剰が見込まれる船舶を売却していく。 

(3) 運航コストの圧縮 

船舶運航の大半を占める燃料費を抑えるために、現在も実施している減速運航の更なる強化を行っていく。 

(4) 一般管理費等の経費の削減 

既に実行中であるが、更なる削減の強化を行い、固定費の圧縮を進めていく。 

上記に加え、現在のような低迷した海運市況が続けば、当社グループ自身の体力だけでは厳しく、大株主及び主

要金融機関に支援を要請し、現在検討いただいております。また船主・造船所等、当社に関係するステークホルダー

の協力も不可欠であると認識しております。 

しかしながら、これらの対応策は実施途上であるため、現時点においては継続企業の前提に関し重要な不確実性

が存在するものと認識しております。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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（４）セグメント情報 

 

Ⅰ 前第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に関する情報 

（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

（注 3） 

 

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損失（△）と調整を行っております。 
 

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 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 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に関する情報 

（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

（注 3） 

 

33,009 2,690 35,699 909

 

36,608 

 

－ 36,608

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 

－ － － 225 225 △225 －

計 33,009 2,690 35,699 1,134 36,834 △225 36,608

セグメント利益又は損失（△） △5,000 207 △4,793 73 △4,719 0 △4,718

（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損失（△）と調整を行っております。 

 

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 

 （固定資産の減損損失） 

「外航海運業」セグメントにおいて、船舶 3 隻について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 3 億 73

百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 
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（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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