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

25年3月期第3四半期 105,478 0.6 △13,573 ― △14,661 ― △20,237 ―
24年3月期第3四半期 104,864 4.9 △5,792 ― △6,733 ― △6,199 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △19,112百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △8,711百万円 （―％）

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3四半期 △79.04 ―
24年3月期第3四半期 △24.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 114,777 7,938 6.1
24年3月期 131,139 27,056 19.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  6,972百万円 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  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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、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 139,000 △0.0 △20,000 ― △21,000 ― △35,000 ― △136.69

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 

詳細は、添付資料5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3Q 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3Q 7,504,044 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3Q 256,048,111 株 24年3月期3Q 256,058,343 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 24 年４月１日から平成 24 年 12 月 31 日まで）における世界経済を概観いたしま

すと、主要各国において次期政権が相次いで決定し、米国において財政問題が回避され、中国・韓国においては次

期政権の経済政策による景気回復が見込まれておりますが、長引く債務問題による欧州経済の停滞やこれまで世界

経済の成長を牽引してきた中国をはじめとする新興国における景気減速を払拭するまでには至っておりません。 

わが国におきましても政権が交代し、新たな経済政策の導入や円高が一定程度是正された事による景気回復が見

込まれておりますが、新興国における景気減速などにより未だ予断を許さない状況が続いております。 

海運業界におきましては、外航海運市況は、円高と燃料油価格の高止まりが続く中、ばら積み船の運賃相場を低迷

させている船腹過剰の是正に向けた老齢船のスクラップ処分が増加したものの、それを上回る新造船の供給圧力は

依然強く、2012 年年初より急激に低下した市況は、上半期と秋口にケープサイズ市況の一時的な回復がみられたも

のの、通年では低位に推移し厳しい状況におかれました。内航海運におきましては、外航海運同様、燃料油価格の

高騰が収益を圧迫したものの、東日本大震災の復興需要の後押しを受け、セメント、石灰石等の建築関連貨物の輸送

量が堅調に推移しました。 

このような状況下、当社グループは全力をあげて営業活動を行い、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 1,054 億 78 百万円（前年同四半期連結累計期間比 6 億 14 百

万円、0.6％増）、営業損失 135 億 73 百万円（前年同四半期連結累計期間は 57 億 92 百万円の営業損失）、経常損

失 146 億 61 百万円（前年同四半期連結累計期間は 67 億 33 百万円の経常損失）となり、減損損失 47 億 23 百万円、

造船契約解約損 32 億 72 百万円および用船契約解約金 13 億 13 百万円等を計上しました結果、四半期純損失 202

億 37 百万円（前年同四半期連結累計期間は 61 億 99 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 947 億 54 百万円と前年同四半期連結累計期間比４億 52 百万円、0.5％増加

したものの、営業損失は 142 億 64 百万円（前年同四半期連結累計期間は 62 億 56 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。平成24年１-12月の世界粗鋼生産量は、前年同期比約19百万トン増の約15億48百万トン

となりました。わが国におきましては、平成24年１-12月の粗鋼生産量は前年同期比ほぼ横ばいの約１億７百万トンとな

りました。一方、世界一を誇る中国の平成24年１-12月の粗鋼生産量は前年同期比約22百万トン増の約７億17百万トン

となりました。 

平成24年度上半期のケープ型の用船市況は、新造船の供給圧力に加え、長引く欧州金融危機に伴う世界経済の

減速により、期初の日建て6,000ドルレベルから８月には2,000ドルレベルへと低落しました。 その後、10-11月には中

国向け鉄鉱石荷動きの増加に支えられて13,000-15,000ドルレベルに回復したものの、12月に入り再度市況は軟化し

期初の6,000ドルレベルへと下降いたしました。 

このような状況下、平成24年度当第３四半期までにケープ型船隊から老齢船２隻を売船処分する一方、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を背景に減速運転の更なる深度化を検討・実施するなど収益の

向上に努めましたが、市況低迷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、長期貸船していた10万重量トン型原油タンカーは、11月末に契約満了
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により返船されましたが、同時に第三者へ売却し、所期の目標どおりの収益を達成することができました。 

 

（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

三国間輸送を中心に営業を展開いたしました。しかしながら長引く欧州金融危機に伴う世界経済の減速や中国、イン

ド等新興国の経済成長率が一層の鈍化を見せる中、依然として新造船の供給圧力は重く、市況は低調に推移しまし

た。このような状況下、不採算船の返船、積極的な営業活動や減速運転の実施等による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、船腹の効率配船による採算向上を図る一方、減速運転や

燃料油調達港の厳選による燃料費の節減に努めましたが、市況の低迷、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、専用船関係では、石炭灰及びセメント

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 81 億 61 百万円と前年同四半期連結累計期間比１億 48 百万円、1.8％減少し

ましたが、営業利益は４億 80 百万円と前年同四半期連結累計期間比１億 53 百万円、46.9％の増益となりました。 

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、原子力発電所の稼働停止に伴い石炭火力発電所の高い稼働

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一般消費材等の

荷動きは低調で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、売上高は 32 億 91 百万円(前年同四半期連結累計期間比２億 73 百万円、9.1％増加)、

営業利益は２億６百万円(前年同四半期連結累計期間比 72 百万円、54.3％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）連結財政状態に関する定性的情報 

 

（資産） 

資産の部は、前連結会計年度末に比べ 163 億 62 百万円減少（前連結会計年度末比 12.5％減少）し、1,147 億 77

百万円となりました。流動資産は 34 億 93 百万円減少（前連結会計年度末比 9.8％減少）し、固定資産も 128 億 69 百

万円減少（前連結会計年度末比 13.5％減少）となりました。流動資産の減少は、主に「現金及び預金」の減少 31 億 35

百万円および「その他」に含まれる「前渡金」の減少 13 億８百万円によるものであり、また固定資産の減少は、「船舶」

の売却や減損損失計上等に伴う減少 85 億 10 百万円、「建設仮勘定」の造船契約の解約等に伴う減少 20 億 65 百万

円並びに「投資有価証券」の主に売却に伴う減少 27 億９百万円によるものであります。 
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 (負債) 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ 27 億 55 百万円増加（前連結会計年度末比 2.7％増加）し、1,068 億 38 百

万円となりました。これは、「長期借入金」の減少 30 億 79 百万円があるものの、運転資金の借り入れに伴う「短期借入

金」の増加 73 億 40 百万円によるものであります。 

 

(純資産) 

純資産の部は、「その他の包括利益累計額」の増加 10 億 50 百万円があるものの、四半期純損失を計上したことに

より「利益剰余金」の減少 202 億 37 百万円により、前連結会計年度末比 191 億 17 百万円減少（前連結会計年度末

比 70.7％減少）し、79 億 38 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 6.1％へ低下いたしました。 

そのため、資本の強化を図り、収支改善施策に耐えうる財務基盤を確保するために、当社は、平成 24 年 11 月

30 日開催の取締役会において、当社の筆頭株主である株式会社商船三井に対し、第三者割当により総額 150 億円

の A 種種類株式を発行すること、並びに平成 25 年２月５日開催予定の当社臨時株主総会において本 A 種株式の発

行及びこれに伴い必要となる定款の一部変更に係る議案を付議することについて決議いたしました。 

この本 A 種株式の発行は、本臨時株主総会において本 A 種株式の発行に係る議案及びこれに伴い必要となる定

款の一部変更に係る議案の承認が得られることを条件としております。 

また、平成 24 年 10 月１日付けで株式会社商船三井との間に開設し、同社を借入先とした 150 億円を融資限度枠と

する短期運転資金融資枠は、本 A 種株式発行に係る調達資金での返済をもって終了いたします。 

 

 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

外航海運市況は過去に例を見ない程低迷が続いておりますが、今後は、各国の政権交代が終わり、景気対策が本

格化することにより、徐々にあるべき姿に戻っていくものと考えられます。 

連結業績予想につきましては、円安による為替差損の減少効果があったものの、当初の見込みより市況の回復が

遅れていることにより、2012 年 11 月 30 日に開示いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知ら

せ」よりも損益悪化を見込んでおります。なお、コストの高い用船契約の解約に伴う用船契約解約金や高船価の造船

契約の解約に伴う造船契約解約金等については引き続き織り込んでおります。 

 

（連結業績予想） 

 通期  （百万円） 

売上高 139,000 

営業利益（△損失） △ 20,000 

経常利益（△損失） △ 21,000 

当期純利益（△損失） △ 35,000 

 

１月以降の業績見通しの主な前提といたしましては､第４四半期(１月から３月まで)の為替レートを１ドル 85 円､燃料

油価格を１トン 680 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。 
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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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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

響は軽微であります。 
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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、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸送

事業を展開しておりますが、2010 年から続く欧州危機、中国の経済成長の鈍化及び大量の新造船の竣工による船腹

量の増加により、海運市況の低迷の長期化が想定を超えたため、業績が大幅に悪化し、前連結会計年度に続き、当

第３四半期連結累計期間におきましても 135 億 73 百万円の営業損失、146 億 61 百万円の経常損失及び 202 億 37

百万円の四半期純損失を計上いたしました。その結果、キャッシュ･フローに懸念が生じており、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。さらに、本年３月末において借入約定における財務制

限条項に抵触する可能性があります。 

そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消すべく、次のとおり、(１)筆頭株主、主要金融機関、船主・

造船所等の取引先に対しご支援をお願いし、資本増強を中心とした資金を確保し、早急に、黒字化を達成するための

施策を実行する財務基盤をつくるとともに、(２)拡大し過ぎた船腹量を適正規模に修正し、安定的な利益を生み出す体

質へと構造改革を進めるための中期経営計画を策定し、実行することを決定し、順次取り進めております。 

(１)資金繰り及び財務基盤を安定させ、2013 年度黒字化のための施策 

 ①収支改善施策 

  a.取引関係のある船主に対し用船料の減額による支援を要請します。 

  b.高コスト船の用船契約を解約します。 

  c.一般管理費の削減を目指します。 

  d.減速運航をさらに強化し、より一層の燃料消費量の削減を目指します。 

  e.船用品や潤滑油の購入方法を見直し、さらなる船費の削減を目指します。 

  f.保有船舶の経済的使用期間を見直し、償却年数変更による費用の削減を検討しております。 

 ②キャッシュ・フローの改善策 

  a.船主未定船舶を処分することで、キャッシュ･フローの改善を行います。 

  b.筆頭株主、主要金融機関、船主・造船所等の取引先からのご支援によって資金繰りを安定させるとともに、資本

増強によって、①の収支改善施策に耐えうる財務基盤を確保します。 

なお、筆頭株主による資本増強については添付資料３ページ「（２）連結財政状態に関する定性的情報 （純資

産）」に記載のとおりであり、借入約定における財務制限条項に抵触する可能性のある借入契約については、第２

四半期末において融資継続に合意いただいたように、主要金融機関に融資継続をお願いし、検討いただいてお

ります。 

(２)適正な船隊規模への回帰により安定して利益を生む構造への改革 

 ①市況リスクの低減 

  a.自然減に加えて市況回復時の売船・用船契約の解約により、運航規模の縮小を目指します。 

  b.運航規模の縮小とともに、市況リスクの小さい小型船型へシフトウェイトし、一方、大型船型のフリー船比率を削減

することにより、市況リスクの低減を目指します。 

 ②事業再編 

  a.外航自動車船事業及び外航タンカー事業から撤退し、ドライバルクへ特化いたします。 

  b.近海部門及び内航部門の整理及び再編等を検討しております。 

第一中央汽船㈱　(9132)　平成25年3月期　第3四半期決算短信

6



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,219 5,084

受取手形及び営業未収金 10,472 10,661

有価証券 15 15

貯蔵品 7,711 7,900

繰延及び前払費用 2,808 3,226

代理店債権 1,938 2,242

繰延税金資産 9 7

その他 4,448 2,994

貸倒引当金 △31 △32

流動資産合計 35,593 32,100

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 59,632 51,121

その他（純額） 938 964

建設仮勘定 28,870 26,804

有形固定資産合計 89,441 78,890

無形固定資産 133 100

投資その他の資産   

投資有価証券 4,448 1,738

繰延税金資産 118 130

その他 1,446 1,858

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 5,971 3,685

固定資産合計 95,546 82,676

資産合計 131,139 114,777
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 9,466 10,385

短期借入金 27,308 34,648

未払法人税等 244 71

繰延税金負債 218 177

前受金 1,694 1,448

賞与引当金 231 101

その他 3,082 2,702

流動負債合計 42,245 49,535

固定負債   

長期借入金 54,486 51,406

リース債務 984 966

繰延税金負債 1,234 1,015

退職給付引当金 1,497 1,481

役員退職慰労引当金 170 76

特別修繕引当金 1,339 1,026

その他 2,124 1,330

固定負債合計 61,837 57,303

負債合計 104,083 106,838

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 20,454 216

自己株式 △4,703 △4,704

株主資本合計 29,804 9,565

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 720 109

繰延ヘッジ損益 △2,526 △920

為替換算調整勘定 △1,838 △1,783

その他の包括利益累計額合計 △3,643 △2,593

少数株主持分 896 966

純資産合計 27,056 7,938

負債純資産合計 131,139 114,777
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 104,864 105,478

売上原価 106,377 115,269

売上総損失（△） △1,513 △9,790

一般管理費 4,278 3,782

営業損失（△） △5,792 △13,573

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 118 58

持分法による投資利益 304 157

その他 338 150

営業外収益合計 765 369

営業外費用   

支払利息 777 796

為替差損 549 86

デリバティブ評価損 － 123

その他 380 450

営業外費用合計 1,707 1,457

経常損失（△） △6,733 △14,661

特別利益   

固定資産売却益 1,512 1,865

投資有価証券売却益 216 720

用船契約解約金 366 －

造船契約譲渡益 － 892

特別修繕引当金戻入額 337 391

受取保険金 323 －

その他 － 39

特別利益合計 2,757 3,908

特別損失   

固定資産売却損 19 1

減損損失 1,531 4,723

災害による損失 209 －

投資有価証券売却損 36 78

造船契約解約損 － 3,272

用船契約解約金 － 1,313

特別損失合計 1,798 9,389

税金等調整前四半期純損失（△） △5,774 △20,141

法人税、住民税及び事業税 154 162

法人税等調整額 182 △138

法人税等合計 336 24

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,111 △20,165

少数株主利益 87 71

四半期純損失（△） △6,199 △20,237
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,111 △20,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △795 △608

繰延ヘッジ損益 △1,759 1,606

為替換算調整勘定 △51 26

持分法適用会社に対する持分相当額 6 28

その他の包括利益合計 △2,599 1,053

四半期包括利益 △8,711 △19,112

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,794 △19,187

少数株主に係る四半期包括利益 83 74
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 

当第３四半期連結会計期間 （自 平成 24 年 10 月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日） 

 

当社グループは、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸送

事業を展開しておりますが、2010 年から続く欧州危機、中国の経済成長の鈍化及び大量の新造船の竣工による船腹

量の増加により、海運市況の低迷の長期化が想定を超えたため、業績が大幅に悪化し、前連結会計年度に続き、当

第３四半期連結累計期間におきましても 135 億 73 百万円の営業損失、146 億 61 百万円の経常損失及び 202 億 37

百万円の四半期純損失を計上いたしました。その結果、キャッシュ･フローに懸念が生じており、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。さらに、本年３月末において借入約定における財務制

限条項に抵触する可能性があります。 

そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消すべく、次のとおり、(１)筆頭株主、主要金融機関、船主・

造船所等の取引先に対しご支援をお願いし、資本増強を中心とした資金を確保し、早急に、黒字化を達成するための

施策を実行する財務基盤をつくるとともに、(２)拡大し過ぎた船腹量を適正規模に修正し、安定的な利益を生み出す体

質へと構造改革を進めるための中期経営計画を策定し、実行することを決定し、順次取り進めております。 

(１)資金繰り及び財務基盤を安定させ、2013 年度黒字化のための施策 

 ①収支改善施策 

  a.取引関係のある船主に対し用船料の減額による支援を要請します。 

  b.高コスト船の用船契約を解約します。 

  c.一般管理費の削減を目指します。 

  d.減速運航をさらに強化し、より一層の燃料消費量の削減を目指します。 

  e.船用品や潤滑油の購入方法を見直し、さらなる船費の削減を目指します。 

  f.保有船舶の経済的使用期間を見直し、償却年数変更による費用の削減を検討しております。 

 ②キャッシュ・フローの改善策 

  a.船主未定船舶を処分することで、キャッシュ･フローの改善を行います。 

  b.筆頭株主、主要金融機関、船主・造船所等の取引先からのご支援によって資金繰りを安定させるとともに、資本

増強によって、①の収支改善施策に耐えうる財務基盤を確保します。 

なお、筆頭株主による資本増強については添付資料３ページ「（２）連結財政状態に関する定性的情報 （純資

産）」に記載のとおりであり、借入約定における財務制限条項に抵触する可能性のある借入契約については、第２

四半期末において融資継続に合意いただいたように、主要金融機関に融資継続をお願いし、検討いただいてお

ります。 

(２)適正な船隊規模への回帰により安定して利益を生む構造への改革 

 ①市況リスクの低減 

  a.自然減に加えて市況回復時の売船・用船契約の解約により、運航規模の縮小を目指します。 

  b.運航規模の縮小とともに、市況リスクの小さい小型船型へシフトウェイトし、一方、大型船型のフリー船比率を削減

することにより、市況リスクの低減を目指します。 

 ②事業再編 

  a.外航自動車船事業及び外航タンカー事業から撤退し、ドライバルクへ特化いたします。 

  b.近海部門及び内航部門の整理及び再編等を検討しております。 

しかしながら、これらの対応策は順次取り進めておりますが未だ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） 

 

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」セグメントにおける船舶２隻および「その他」セグメントにおける賃貸不動産について、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額（それぞれ 15 億 20 百万円および 11 百万円）を減損損失として特別損失に計上

しております。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間 （自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 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） 

 

94,754 8,159 102,913 2,565

 

105,478 

 

－ 105,478

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 2 726 728 △728 －

計 94,754 8,161 102,915 3,291 106,207 △728 105,478

セグメント利益又は損失（△） △14,264 480 △13,783 206 △13,576 2 △13,573

（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７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 47 億 23

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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