
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 第一中央汽船株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9132 URL http://www.firstship.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 薬師寺 正和
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 熊谷 宰祐 TEL 03-5540-1924
四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 80,882 12.9 △5,120 ― △5,928 ― △11,530 ―
25年3月期第2四半期 71,647 3.9 △8,808 ― △10,836 ― △12,566 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △10,993百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △13,653百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △45.03 ―
25年3月期第2四半期 △49.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 158,355 17,658 10.5
25年3月期 139,229 12,257 8.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  16,612百万円 25年3月期  11,251百万円

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  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後述の
「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 165,000 17.5 △4,000 ― △6,000 ― △11,000 ― △42.96

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予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料4ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 263,549,171 株 25年3月期 263,549,171 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 7,514,789 株 25年3月期 7,507,374 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 256,038,100 株 25年3月期2Q 256,049,111 株



 

種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

年間配当金 
A 種株式 

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 

25 年 3 月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

26 年 3 月期 － 0.00   

26 年 3 月期（予想） － 0.00 0.00 

 



 

 

 
○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報............................................................................................................2 

（１）経営成績に関する説明 ........................................................................................................................2 

（２）財政状態に関する説明 ........................................................................................................................3 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明....................................................................................4 

２．サマリー情報 （注記事項） に関する事項....................................................................................................5 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動.............................................................................5 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .............................................................................5 

３．継続企業の前提に関する重要事象等.........................................................................................................5 

４．四半期連結財務諸表................................................................................................................................7 

（１）四半期連結貸借対照表........................................................................................................................7 

（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.........................................................................9 

四半期連結損益計算書........................................................................................................................9 

四半期連結包括利益計算書...............................................................................................................10 

（３）四半期連結キャッシュ･フロー計算書....................................................................................................11 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項...............................................................................................13 

（継続企業の前提に関する注記）...........................................................................................................13 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ..............................................................................14 

（セグメント情報等）...............................................................................................................................14 

 

 

 

 

第一中央汽船㈱　(9132)　平成26年3月期　第2四半期決算短信

1



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１） 経営成績に関する説明 

 

当第 2 四半期連結累計期間（平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日まで）における世界経済を概観いたし

ますと、米国経済が個人消費や住宅投資等の底堅い内需を背景に回復基調を持続する一方、欧州経済は債務問題

の長期化により停滞が継続し、また、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きまして

は軒並み成長が鈍化しました。わが国経済につきましては、東日本大震災後の復興事業による公共投資等を中心とし

た国内需要の回復が見られておりますが、海外経済の減速に伴う輸出の減少や設備投資の伸び悩みにより、本格的

な回復基調には至っておりません。 

海運業界におきましては、円高は一服したものの、燃料油価格の高止まりが続くなか老齢船のスクラップ処分が増

加し、未曾有の外航不定期船市況の低迷をもたらした船腹過剰は是正に向かう一方、新造船の竣工による供給圧力

は依然強い状況です。年初に急激に低下した市況はケープ型（主に約 15 万重量トン超）において 6 月下旬頃から回

復が見られ、8 月下旬以降は急激に上昇いたしましたが、ケープ型未満の中・小型船型までは波及せず、厳しい状況

が続きました。内航海運におきましては、東日本大震災の復興需要によりセメント、石灰石等一部の建築関連貨物の

輸送量が堅調に推移しましたが、鉄鋼製品等その他主要貨物の荷動きは低調で、外航海運同様、燃料油価格の高止

まりを受けて厳しい環境に置かれました。 

このような状況のもと、当社グループは、平成 24 年 11 月に策定した中期経営計画に基づき、筆頭株主や取引先か

らの支援を受けて資本増強を行うことで財務基盤を強化し、不採算船の返船や老齢船の売却を順次実行して経営の

安定化を図る一方、全船型で減速運航を強化し、断固たる決意で一般管理費の削減に取り組むなど、全社をあげてコ

ストの極小化に努めた結果、当第 2 四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 808 億 82 百万円（前第 2 四

半期連結累計期間比 92 億 34 百万円、12.9％増加）、営業損失 51 億 20 百万円（前第 2 四半期連結累計期間は 88

億 8 百万円の営業損失）及び経常損失 59 億 28 百万円（前第 2 四半期連結累計期間は 108 億 36 百万円の経常損

失）となり、営業損益には改善の兆しが表れました。しかしながら、本年 7 月 31 日付けにて公表いたしました「訴訟の

第一審判決に関するお知らせ」のとおり、「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係る訴訟案件について、当社に対し損

害賠償金等の支払いを命じる第一審判決が出されましたため、会計基準に則り、59 億 37 百万円を訴訟損失引当金

繰入額として特別損失に計上した結果、四半期純損失は 115 億 30 百万円（前第 2 四半期連結累計期間は 125 億

66 百万円の四半期純損失）となり、引き続き多額の損失を計上するに至りました。 

なお、本判決は第一審の判断であり、当社としましては、今後英国控訴院に控訴のうえ徹底的に争っていく所存で

ありますので、本判決により直ちに船主への支払が生じるものではございません。 

 

また、セグメントごとの業績は、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 733 億 9 百万円と前第 2 四半期連結累計期間比 87 億 93 百万円、13.6％増

加したものの、営業損失は 55 億 52 百万円（前第 2 四半期連結累計期間は 93 億 4 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 10 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 25 年暦年上半期の世界粗鋼生産量は、前年同期比約 15 百万トン増の約 7 億 88

百万トンとなり、そのうちわが国は前年同期比微増の約 55 百万トン、生産量世界一の中国は前年同期比約 28 百万ト

ン増の約 3 億 89 百万トンとなりました。 

ケープ型の用船市況は、ブラジルでの悪天候による鉄鉱石出荷不調等を背景に 4 月に日建て 4 千ドル台からス

タートしましたが、豪州での新規設備立ち上げによる出荷能力向上やブラジルの出荷正常化による輸送量増大により

6 月より上昇を始め、9 月には 4 万ドル台まで急騰しました。 

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、インドや東南アジア向け貨物との組み合わせによる効率配船、減速運航の強化により採算の改善に努めまし
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たが、燃料油価格の高止まりが続くなか、長らく続いた低市況下での契約は第 2 四半期の市況高騰の恩恵を受けら

れず、前年同期比増収となりましたが損失を計上しました。 

 

（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契約に投入しており

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）につきましては、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しました。世界経済の回復が遅れるなか、依然として低水準で推移した海運市

況も、夏場以降のケープ型市況の急上昇に伴い、北米出し穀物の積み出しが始まる 9 月にはパナマックス型の市況

にも多少の回復が見られましたが、手持ち船隊のコストをカバーするまでには至りませんでした。 

このような状況下、減速運航によるコスト低減及び効率配船に努め、中期経営計画に従い高コスト船の返船による船

隊規模縮小を進めた結果、前年同期比減収となったものの、損失額が減少しました。 

小型不定期船分野(約 4 万重量トンまで)におきましては、各水域における適正船腹の配分やアジア米州間の効率

配船の一層の強化による採算向上を図る一方、減速運航の強化や燃料油調達港の厳選によるコスト削減に努めまし

たが、長引く市況低迷、燃料油価格の高止まりにより、前年同期比増収ながら損失を計上しました。 

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)におきましては、市況低迷と燃料油

価格の高止まりが続くなか、鋼材、石灰石等の輸出貨物、石炭、合板、丸太等の輸入貨物の集荷を強化し効率的な配

船に努め、減速運航によるコスト低減に取り組んだ結果、前期比増収となり損失額が減少しました。専用船関係では、

セメント専用船、石炭灰専用船とも順調に稼働し、前年同期比増収増益となりました。 

 

【内航海運業】 

内航海運業につきましては、売上高 53 億 65 百万円と前第 2 四半期連結累計期間比 30 百万円、0.6％減少し、営

業利益は 2 億 38 百万円と前第 2 四半期連結累計期間比 97 百万円、28.9％減益となりました。 

内航部門では、一般貨物船並びに各種専用船により、石灰石、セメント、石炭、砕石、穀物、雑貨等を国内需要家

向けに輸送しております。一般貨物船につきましては、燃料油価格がさらに高騰し、国内需要回復の遅れもあって一

般消費材等の荷動きは低調に推移しましたが、専用船につきましては、原子力発電所の稼働停止に伴う石炭火力発

電所の高い稼働率やセメント需要増大を受けて順調に稼働し、内航部門全体では総じて安定収益を計上しておりま

す。 

 

【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 26 億 52 百万円(前第 2 四半期連結累計期間比 4 億 28 百万円、19.3％増加)、

営業利益は 1 億 91 百万円(前第 2 四半期連結累計期間比 33 百万円、21.1％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） 財政状態に関する説明 

 

（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 191 億 26 百万円増加（前連結会計年度末比 13.7％増加）し、1,583 億 55

百万円となりました。流動資産は 75 億 65 百万円増加（前連結会計年度末比 16.5％増加）し、固定資産は 115 億 60

百万円増加（前連結会計年度末比 12.4％増加）となりました。流動資産の増加は、主に「現金及び預金」の増加 87 億
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49 百万円によるものであり、固定資産の増加は、新造船の竣工に伴う「船舶」の増加 101 億 92 百万円及び投資その

他の資産の「その他」に含まれる「長期前払用船料」の増加 32 億 97 百万円によるものであります。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ 137 億 25 百万円増加（前連結会計年度末比 10.8％増加）し、1,406 億 97

百万円となりました。これは、流動負債の「その他」に含まれる「未払金」の減少 49 億 32 百万円があるものの、「短期

借入金」の増加 15 億 80 百万円、「長期借入金」の増加 122 億 29 百万円及び「訴訟損失引当金」の計上 56 億 66 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 115 億 30 百万円となる一方、第三者割当

による増資払込みにより「資本金」並びに「資本剰余金」がそれぞれ 82 億円増加したことにより、前連結会計年度末比

54 億 1 百万円増加（前連結会計年度末比 44.1％増加）し、176 億 58 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 8.1％から 10.5％へ増加いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第 2 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、233 億 42 百万円となり、前連結会計年度

末と比べ 83 億 69 百万円増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に四半期純損失の計上及び未払いだった用船契約解約金の支払い等に

より、100 億 75 百万円の支出（前第 2 四半期連結累計期間比 58 億 35 百万円、137.7％増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶の取得等により 113 億 17 百万円の支出（前第 2 四半期連結累計期間は

35 億 55 百万円の収入）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、株式の発行による収入等により、296 億 51 百万円の収入（前第 2 四半期連結累計期間比 284 億 36 百万

円、2,340.5％増加）となりました。 

 

 

（３） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 

通期の業績見通しにつきましては、外航海運市況はケープ型（主に約15万重量トン超）において回復がみられるも

のの、ケープ型未満の中・小型船型は依然として不透明な状況が続いております。当社としましては、海上輸送の実

需自体は底堅く、中・小型船型についてもいずれ実需を反映した市況レベルに回復すると見ておりますが、その速度

は緩やかで、大幅な回復には今しばらく時間を要すると考えており、次のとおりといたしました。 

 

 (連結業績予想)                    (単位：百万円) 

 通期 

売上高 165,000

営業利益（△損失） △  4,000

経常利益（△損失） △  6,000

当期純利益（△損失） △ 11,000

 

10 月以降の業績見通しの主な前提といたしましては､第 3 四半期～第 4 四半期（10 月から翌年 3 月まで）の為替

レートを 1 ドル 95 円､燃料油単価を 1 トン 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 

該当事項はありません。 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

 

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、本年 9 月より大型船型を中心に外航海運市況が上昇基調にあるものの、平成 20 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

化が継続したことにより、前連結会計年度に続き、当第 2 四半期連結累計期間におきましても 51 億 20 百万円の営業

損失及び 59 億 28 百万円の経常損失を計上いたしました。さらに平成 22 年より係争しておりました「オーシャン・ビク

トリー」号の全損に係わる訴訟案件について、英国高等法院の第一審判決言い渡しが本年 7 月 30 日（現地時間）に

あり、当社の主張が認められなかったことから、判決は不服であり控訴を行い引き続き当社の主張の正当性を訴えて

いく方針ですが、訴訟損失引当金繰入額として 59 億 37 百万円計上した結果、115 億 30 百万円の四半期純損失とな

りました。また、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましても 100 億 75 百万円のマイナスとなりました。そのため、

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。 

そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、平成 24 年 11 月に中期経営計画を策

定し、実行することを決定し、現在順次取り進めており、損益改善に寄与しております。また、第一審判決のあった訴

訟案件につきましても、英国控訴院に本年 10 月 21 日（現地時間）に控訴申請を行っております。 
 

(1) 資金繰り及び財務基盤を安定させるための施策 

第 1 四半期連結会計期間におきまして、当社と用船契約を締結している多くの船主と合意に至っていた、高コスト

船の用船契約の解約を実行し、また用船料の減額又は用船料の支払いの繰り延べについても現在実行しております。

さらに、建造中でありました船舶につきましても、造船契約の解約を実行または取引関係のある船主へ売却するなど、

船主未定船の処分を着実に実行しております。 

一方、筆頭株主からは、本年 2 月 6 日の種類株式 150 億円の発行に続き、本年 6 月 28 日に種類株式の追加発行

価額 150 億円の割当先として、資本増強につきご支援をいただいております。 

主要金融機関からは、本年 2 月に竣工した鉄鉱石専用船への設備融資に続き、本年 7 月竣工の 2 隻の新造船に

ついても、それぞれ 7 月 5 日並びに 25 日付けにて設備融資を実行いただき、さらに本年度末までに竣工する 2 隻

の新造船についても設備融資を実行いただける見込みであります。 

船主・造船所等の取引先からは、本年 4 月にさらに 43 億円の長期運転資金の融資のほか、本年 6 月 28 日に一部

の船主により種類株式の追加発行の割当先として 14 億円の払込みをいただいております。 

さらに、次のコスト削減策についても、継続しております。 

①一般管理費の削減 

役員報酬及び従業員給与の削減、福利厚生施設の閉鎖等諸々の費用の削減を着実に実行しております。 

②減速運航の強化による、より一層の燃料消費量の削減 

③船用品や潤滑油の購入方法の見直しによる、さらなる船費の削減 
 

(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 

拡大し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変革するため、市況を勘案しつつ、次のよ

うに構造改革を進めてまいります。 

①市況リスクの低減 

ⅰ.売船・用船契約の解約による運航規模の縮小 

ⅱ.小型船型へシフトウェイト及び大型船型のフリー船比率削減による市況リスクの低減 
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なお、本年 9 月頃より、大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が上昇したことにより、市況リスクの

低減を計るべく、新規輸送契約の成約により収入の固定化を一部実施したほか、船舶の売却や用船契約の解約も

検討しております。 

②事業再編 

ⅰ.外航タンカー事業からの撤退及びドライバルクへの特化 

ⅱ.近海部門及び内航部門の整理及び再編等の検討 
 

(3) 訴訟案件への対応 

先に述べましたように、平成 22 年より係争しておりました「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係わる訴訟案件につ

いて、英国高等法院の第一審判決言い渡しが本年 7 月 30 日（現地時間）にあり、当該判決内容に基づき訴訟損失引

当金繰入額 59 億 37 百万円を計上しましたが、第一審判決において当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾

であり、判決内容を検討の上、本年 10 月 21 日（現地時間）にすでに英国控訴院に対し控訴申請を行っております。

控訴審においては、改めて当社の主張の正当性を訴え、徹底的に争っていく所存であります。なお、 終的に当社に

責任があるとの判断がなされる場合には、航海用船契約に基づき、関係先に求償をしていく所存であります。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,193 23,942

受取手形及び営業未収金 11,262 10,532

有価証券 15 15

貯蔵品 9,033 8,736

繰延及び前払費用 3,342 3,744

代理店債権 2,512 2,283

繰延税金資産 38 32

その他 4,456 4,130

貸倒引当金 △45 △44

流動資産合計 45,808 53,373

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 77,723 87,915

その他（純額） 832 833

建設仮勘定 10,348 9,067

有形固定資産合計 88,904 97,817

無形固定資産 89 66

投資その他の資産   

投資有価証券 1,827 1,457

繰延税金資産 135 125

その他 2,507 5,558

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 4,427 7,098

固定資産合計 93,421 104,982

資産合計 139,229 158,355
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 11,119 9,590

短期借入金 27,255 28,836

未払法人税等 196 203

繰延税金負債 191 467

前受金 1,239 1,876

賞与引当金 216 220

その他 8,077 4,451

流動負債合計 48,295 45,647

固定負債   

社債 5,290 5,290

長期借入金 64,613 76,843

リース債務 2,919 1,985

繰延税金負債 1,271 1,099

退職給付引当金 1,345 1,279

役員退職慰労引当金 76 22

訴訟損失引当金 － 5,666

特別修繕引当金 1,176 1,326

その他 1,984 1,535

固定負債合計 78,676 95,049

負債合計 126,971 140,697

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,758 28,958

資本剰余金 8,295 16,495

利益剰余金 △11,529 △23,059

自己株式 △4,704 △4,705

株主資本合計 12,820 17,689

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 246 150

繰延ヘッジ損益 △116 414

為替換算調整勘定 △1,698 △1,641

その他の包括利益累計額合計 △1,568 △1,076

少数株主持分 1,005 1,046

純資産合計 12,257 17,658

負債純資産合計 139,229 158,355
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 71,647 80,882

売上原価 77,869 83,628

売上総損失（△） △6,221 △2,746

一般管理費 2,587 2,374

営業損失（△） △8,808 △5,120

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 51 18

持分法による投資利益 121 89

為替差益 － 433

その他 83 65

営業外収益合計 260 608

営業外費用   

支払利息 530 973

為替差損 441 －

デリバティブ評価損 1,063 －

その他 252 442

営業外費用合計 2,288 1,415

経常損失（△） △10,836 △5,928

特別利益   

固定資産売却益 1,060 116

投資有価証券売却益 720 367

造船契約譲渡益 892 －

特別修繕引当金戻入額 182 19

内航船舶建造権売却益 － 66

用船契約解約金 － 47

特別利益合計 2,855 617

特別損失   

減損損失 1,009 －

投資有価証券売却損 78 －

造船契約解約損 3,282 －

訴訟損失引当金繰入額 － 5,937

用船契約解約金 91 29

関係会社整理損 － 22

特別損失合計 4,461 5,989

税金等調整前四半期純損失（△） △12,442 △11,300

法人税、住民税及び事業税 140 186

法人税等調整額 △55 △6

法人税等合計 84 180

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △12,527 △11,480

少数株主利益 38 49

四半期純損失（△） △12,566 △11,530
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △12,527 △11,480

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △738 △100

繰延ヘッジ損益 △446 530

為替換算調整勘定 30 △15

持分法適用会社に対する持分相当額 28 71

その他の包括利益合計 △1,125 487

四半期包括利益 △13,653 △10,993

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,690 △11,038

少数株主に係る四半期包括利益 37 44
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △12,442 △11,300

減価償却費 3,425 3,233

減損損失 1,009 －

受取利息及び受取配当金 △54 △20

支払利息 530 973

持分法による投資損益（△は益） △106 △77

為替差損益（△は益） 227 △305

デリバティブ評価損益（△は益） 1,063 －

固定資産売却損益（△は益） △1,060 △116

投資有価証券売却損益（△は益） △641 △367

造船契約解約損 3,282 －

造船契約譲渡益 △892 －

訴訟損失引当金繰入額 － 5,937

関係会社整理損 － 22

売上債権の増減額（△は増加） 1,419 732

貯蔵品の増減額（△は増加） 715 298

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） 35 △412

長期前払用船料の増減額（△は増加） － △4,000

前渡金の増減額（△は増加） 1,062 905

仕入債務の増減額（△は減少） △1,030 △1,532

未払金の増減額（△は減少） 43 △4,850

前受金の増減額（△は減少） △191 655

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △156 145

その他 193 1,309

小計 △3,567 △8,768

利息及び配当金の受取額 105 20

利息の支払額 △554 △888

法人税等の支払額 △250 △182

法人税等の還付額 27 15

訴訟関連損失の支払額 － △270

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,239 △10,075

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） 350 △380

有形固定資産の取得による支出 △6,498 △11,758

有形固定資産の売却による収入 3,026 211

投資有価証券の売却による収入 2,606 713

造船契約の地位譲渡による収入 4,059 －

その他 10 △105

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,555 △11,317
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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） 2,347 1,879

長期借入れによる収入 7,992 16,056

長期借入金の返済による支出 △9,071 △4,494

株式の発行による収入 － 16,340

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △48 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,214 29,651

現金及び現金同等物に係る換算差額 △233 110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297 8,369

現金及び現金同等物の期首残高 7,599 14,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,896 23,342
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（４） 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

（継続企業の前提に関する注記） 

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、本年 9 月より大型船型を中心に外航海運市況が上昇基調にあるものの、平成 20 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

化が継続したことにより、前連結会計年度に続き、当第 2 四半期連結累計期間におきましても 51 億 20 百万円の営業

損失及び 59 億 28 百万円の経常損失を計上いたしました。さらに平成 22 年より係争しておりました「オーシャン・ビク

トリー」号の全損に係わる訴訟案件について、英国高等法院の第一審判決言い渡しが本年 7 月 30 日（現地時間）に

あり、当社の主張が認められなかったことから、判決は不服であり控訴を行い引き続き当社の主張の正当性を訴えて

いく方針ですが、訴訟損失引当金繰入額として 59 億 37 百万円計上した結果、115 億 30 百万円の四半期純損失とな

りました。また、営業活動によるキャッシュ・フローにつきましても 100 億 75 百万円のマイナスとなりました。そのため、

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。 

そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、平成 24 年 11 月に中期経営計画を策

定し、実行することを決定し、現在順次取り進めており、損益改善に寄与しております。また、第一審判決のあった訴

訟案件につきましても、英国控訴院に本年 10 月 21 日（現地時間）に控訴申請を行っております。 
 

(1) 資金繰り及び財務基盤を安定させるための施策 

第 1 四半期連結会計期間におきまして、当社と用船契約を締結している多くの船主と合意に至っていた、高コスト

船の用船契約の解約を実行し、また用船料の減額又は用船料の支払いの繰り延べについても現在実行しております。

さらに、建造中でありました船舶につきましても、造船契約の解約を実行または取引関係のある船主へ売却するなど、

船主未定船の処分を着実に実行しております。 

一方、筆頭株主からは、本年 2 月 6 日の種類株式 150 億円の発行に続き、本年 6 月 28 日に種類株式の追加発行

価額 150 億円の割当先として、資本増強につきご支援をいただいております。 

主要金融機関からは、本年 2 月に竣工した鉄鉱石専用船への設備融資に続き、本年 7 月竣工の 2 隻の新造船に

ついても、それぞれ 7 月 5 日並びに 25 日付けにて設備融資を実行いただき、さらに本年度末までに竣工する 2 隻

の新造船についても設備融資を実行いただける見込みであります。 

船主・造船所等の取引先からは、本年 4 月にさらに 43 億円の長期運転資金の融資のほか、本年 6 月 28 日に一部

の船主により種類株式の追加発行の割当先として 14 億円の払込みをいただいております。 

さらに、次のコスト削減策についても、継続しております。 

①一般管理費の削減 

役員報酬及び従業員給与の削減、福利厚生施設の閉鎖等諸々の費用の削減を着実に実行しております。 

②減速運航の強化による、より一層の燃料消費量の削減 

③船用品や潤滑油の購入方法の見直しによる、さらなる船費の削減 
 

(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 

拡大し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変革するため、市況を勘案しつつ、次のよ

うに構造改革を進めてまいります。 

①市況リスクの低減 

ⅰ.売船・用船契約の解約による運航規模の縮小 

ⅱ.小型船型へシフトウェイト及び大型船型のフリー船比率削減による市況リスクの低減 

なお、本年 9 月頃より、大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が上昇したことにより、市況リスクの

低減を計るべく、新規輸送契約の成約により収入の固定化を一部実施したほか、船舶の売却や用船契約の解約も

検討しております。 

②事業再編 

ⅰ.外航タンカー事業からの撤退及びドライバルクへの特化 

ⅱ.近海部門及び内航部門の整理及び再編等の検討 
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(3) 訴訟案件への対応 

先に述べましたように、平成 22 年より係争しておりました「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係わる訴訟案件につ

いて、英国高等法院の第一審判決言い渡しが本年 7 月 30 日（現地時間）にあり、当該判決内容に基づき訴訟損失引

当金繰入額 59 億 37 百万円を計上しましたが、第一審判決において当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾

であり、判決内容を検討の上、本年 10 月 21 日（現地時間）にすでに英国控訴院に対し控訴申請を行っております。

控訴審においては、改めて当社の主張の正当性を訴え、徹底的に争っていく所存であります。なお、 終的に当社に

責任があるとの判断がなされる場合には、航海用船契約に基づき、関係先に求償をしていく所存であります。 
 

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、船腹量の適正規模への修正の途上であり、長期化し

ていた海運市況の低迷による影響を受け、収益の改善には未だ至っておらず、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。 

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第 2 四半期連結累計期間 （自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日） 

当社は、平成 25 年 6 月 28 日付で、株式会社商船三井他 4 社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結

果、資本金が 82 億円、資本準備金が 82 億円増加し、当第 2 四半期連結会計期間末において資本金が 289 億 58

百万円、資本剰余金が 164 億 95 百万円となっております。 

 

 

（セグメント情報等） 

 

Ⅰ 前第 2 四半期連結累計期間 （自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 9 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） 

 

64,515 5,395 69,910 1,737

 

71,647 

 

－ 71,647

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 1 486 488 △488 －

計 64,515 5,396 69,912 2,224 72,136 △488 71,647

セグメント利益又は損失（△） △9,304 335 △8,969 158 △8,810 1 △8,808

（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 4 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 10 億 9

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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Ⅱ 当第 2 四半期連結累計期間 （自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 9 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） 

 

73,309 5,361 78,670 2,212

 

80,882 

 

－ 80,882

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 

－ 4 4 440 445 △445 －

計 73,309 5,365 78,674 2,652 81,327 △445 80,882

セグメント利益又は損失（△） △5,552 238 △5,313 191 △5,122 1 △5,120

（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。 

 

 

 

以 上 
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