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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。 

A 種株式 
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 － 0.00 0.00 

27 年 3 月期（予想） － 0.00 － 0.00 0.00 
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１． 経営成績・財政状態に関する分析 

 

（1） 経営成績に関する分析 

 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度（平成25 年4 月1 日から平成26 年3 月 31 日まで）における世界経済を概観いたしますと、

米国経済は個人消費の伸びや設備投資の持ち直しを背景に回復基調を持続し、欧州経済は債務危機再燃

の懸念の後退による好況感の改善により緩やかに回復しておりますが、ウクライナ情勢を巡り、先行きの不透

明感が増しております。一方で、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、円安・株高が進行し、また消費税増税前の駆

け込み需要の増加により、企業収益や個人消費に改善の動きがみられるなど、緩やかな回復基調となりまし

た。 

海運業界におきましては、新造船竣工量の減少、老齢船のスクラップ処分の増加により、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っております。平成 25 年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 月頃から一時的な回復が見られ、ケープ型未満の中・小型

船型につきましても堅調に上昇しておりましたが、その後再び下落傾向に転じ、足元は調整局面を迎えており、

また燃料油価格の高止まりは続いております。内航海運におきましては、旺盛な建築関連需要による原材料

輸送ならびに石炭火力発電需要を受けて燃料輸送が堅調に推移しました。 

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、一般管理費の削減に取り組んでまいりまし

たが、市況の回復が想定より遅れたことにより、当連結会計年度の業績につきましては、売上高 1,651 億 55 百

万円（前連結会計年度比 247 億 3 百万円、17.6％増）、営業損失 66 億 81 百万円（前連結会計年度は 183

億 70 百万円の営業損失）、経常損失 85 億 84 百万円（前連結会計年度は 185 億 63 百万円の経常損失）と

なりました。 

また、平成 25 年 7 月 31 日付公表の「訴訟の第一審判決に関するお知らせ」にもありますように、China 

National Chartering Co., Ltd より、当社に対して、平成 22 年 6 月 21 日付けで提起されていた訴訟について、

平成 25 年 7 月 30 日、英国高等法院より当社に対し、損害賠償約 137.6 百万ドル及び金利約 29 百万ドル並

びに訴訟費用の支払いを命じる第一審判決が言い渡され、当該判決内容に基づき、60 億 34 百万円を訴訟

損失引当金繰入額として、特別損失に計上いたしました。その結果、当期純損失は 154 億 29 百万円（前連結

会計年度は 319 億 83 百万円の当期純損失）となり、前期に引き続き多額の損失を計上するに至りました。本

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控訴審においては改めて当社の主張の正当

性を訴えるとともに、本判決の不当性を主張し、徹底的に争っていく所存です。 

一方、これまで実行してきた施策により、当社グループの競争力は高まっており、また海運市況も回復傾向

にありますが、その回復基調は緩やかなものに留まっており、上記にある訴訟リスク及び市況下落リスクを鑑み

ると、上記リスクが実現した場合においても安定的な経営基盤を維持できる企業体力の確保を行うことが不可

欠であると判断しました。平成 26 年 3 月 27 日付公表の「第三者割当によるＤ種種類株式の発行、定款の一部

変更、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少

のお知らせ」にありますように、資本性のある資金調達をさらに実施することで、自己資本の一層の増強を行い

ます。また、これに合わせて、平成 26 年 3 月 27 日付にて発表した「中期経営計画に関するお知らせ」にあり

ますとおり、前回中期経営計画の目標を受け継ぎ、(ⅰ)さらなる資本増強、(ⅱ)市況リスクの低減、(ⅲ)コスト削

減策の強化及び(ⅳ)事業再編をその内容とする新中期経営計画を策定し、発表いたしました。 
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なお、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1,492億68百万円と前連結会計年度比232億91百万円、18.5％増加し、

営業損失は76億11百万円（前連結会計年度は193億36百万円の営業損失）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 年暦年の世界粗鋼生産量は、前年比約 54 百万トン増の約 16

億 7 百万トンとなり、そのうちわが国は前年比微増の約 1 億 11 百万トン、生産量世界一の中国は前年比約 54

百万トン増の約 7 億 79 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り 6 月

より上昇を始め、9 月には 40 千ドル台まで急騰しました。その後 17 千ドル台まで下落しましたが、中国向け鉄

鉱石需要の増大により 12 月には再び急騰し 37 千ドル台まで急上昇、1 月にはその反動で下落し始め、2 月

には 7 千ドル台、逆に 3 月には 24 千ドル台にまで回復するなど年間を通して市況は大きく乱高下しました。 

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・航路への配船や、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・第 3

四半期の市況高騰の恩恵を受けられず、前年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、上期は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

や北米出し穀物の活況の影響で、下期市況は両船型とも一旦は上昇したものの、年明け後の中国向け荷動

きの減少から再び軟化、通年で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。しかしながら、高

コスト船の返船、減速運航、効率配船につとめた結果、前年比赤字幅を縮小することができました。 

小型不定期船分野（約 4 万重量トンまで）におきましては、主に鋼材や木材、穀物、肥料、非鉄鉱石等の輸

送を行なっております。依然として市況が低迷を続けるなか、高コスト船の返船や老齢船の売却、燃料油調達

港の厳選、減速運航の徹底によるコスト削減を図る一方、新鋭船への入替による競争力強化、各水域におけ

る適正船腹の配分やアジア・米州の効率配船強化による採算向上に努めましたが、燃料油価格の高止まりも

あり、引き続き損失を計上するに至りました。 

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 万重量トンまで)におきましては、鋼材、

セメント、石灰石等の輸出貨物、石炭、合板、丸太等の輸入貨物の集荷強化や、三国間輸送を組入れた効率

配船、減速運航による燃料費削減等の収益改善施策の効果発現により、下期にかけて収支改善が続き、第 4
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四半期において大きく利益を計上した結果、通期でも赤字を解消して黒字に転じました。 

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、前年比増収増益となり引き続き利益を

計上しました。 

 

【内航海運業】 

内航海運業につきましては、売上高 111 億 92 百万円と前連結会計年度比 3 億 22 百万円、3.0％増加とな

りましたが、営業利益は 5 億 82 百万円と前連結会計年度比 80 百万円、12.2％減少となりました。 

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、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、順調に稼働しました。また、一般貨物船につきましては、燃料油価格

のさらなる高騰に加え、上期は一般消費材等の荷動きは低調に推移し、厳しい環境に置かれましたが、下期

は復興需要、消費税増税前の駆け込み需要等により一般消費材等の荷動きは好転し、効率的な配船・運航

により、内航部門全体では、前年比増収増益となり引き続き利益を計上しました。 

 

【その他事業】 

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、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56億5百万円(前連結会計年度比10億38百万円、22.7％増加)、営業利

益は3億45百万円(前連結会計年度比47百万円、16.1％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。 

 

（次期見通し） 

足元の外航不定期船市況は不安定な状況が続いておりますが、今後の見通しとしては、各船型で新造船

竣工量が徐々に減少し、新興国の需要増大により外航不定期船市況は徐々にあるべき姿に戻っていくものと

考えられます。 

平成 26 年度第 1 四半期においては、市況の回復の遅れ、燃料油価格の高止まりなど、厳しい環境が続くと

予想されますが、第 2 四半期以降、徐々に回復が見込まれる外航不定期船市況と堅実な営業活動及び効率

的な配船・運航に努める事で、通期の連結業績は、売上高は 1,732 億円、営業利益は 64 億円、経常利益は

33 億円及び当期純利益は 32 億円を見込んでおります。 

次期の業績見通しの主な前提といたしましては､通期の為替レートを 1 ドル 100 円､燃料油価格を通期 1 ト

ン 670 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。 

 

（2） 財政状態に関する分析 

 

（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 213 億 51 百万円増加（前連結会計年度末比 15.3％増加）し、

1,605 億 80 百万円となりました。流動資産は 54 億 83 百万円増加（前連結会計年度末比 12.0％増加）し、固
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定資産は 158 億 67 百万円増加（前連結会計年度末比 17.0％増加）となりました。流動資産の増加は、「貯蔵

品」は 10 億 38 百万円減少しているものの、主に「現金及び預金」の増加 54 億 5 百万円によるものであり、固

定資産の増加は、新造船の竣工等による「建設仮勘定」の減少 59 億 56 百万円がある一方、「船舶」の増加

204 億 52 百万円及び「長期前払用船料」の増加 29 億 52 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 198 億 27 百万円増加（前連結会計年度末比 15.6％増加）

し、1,467 億 99 百万円となりました。これは、船舶に対する設備投資資金調達による「長期借入金」の増加 136

億 58 百万円及び「訴訟損失引当金」の増加 57 億 63 百万円によるものであります。 

純資産の部は、当期純損失を計上しましたが、優先株式発行により「資本金」の増加 82 億円並びに「資本

剰余金」の増加 82 億円により、前連結会計年度末比 15 億 23 百万円増加（前連結会計年度末比 12.4％増加）

し、137 億 81 百万円となりましたが、自己資本比率は、前連結会計年度末の 8.1％から 7.9％へ低下いたしま

した。 

なお、当社は、安定的な経営基盤を維持できる企業体力を確保するため、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の

定時株主総会における決議を条件とする、第三者割当による総額 85 億円のＤ種種類株式の発行を行うことを、

平成 26 年 3 月 27 日開催の取締役会で決議いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、204 億 98 百万円となり、前連結会計年度末と

比べ 55 億 25 百万円増加いたしました。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、主に当期純損失を計上したことにより、98億51百万円の支出（前連結

会計年度比 55 億 79 百万円減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に船舶に対する設備投資により、163 億 13 百万円の支出（前連結

会計年度比 94 億円増加）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、株式の発行に伴う収入

により、313 億 49 百万円の収入（前連結会計年度比 16 億 6 百万円増加）となりました。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

平成22年 

3月期 

平成23年 

3月期 

平成24年 

3月期 

平成25年 

3月期 

平成26年 

3月期 

自己資本比率 
（％） 

28.3 25.6 19.9 8.1 7.9 

時価ベースの自己資本比率 
（％） 

60.3 30.9 23.2 21.0 14.8 

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（年） 

223.1 11.7 － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 
（倍） 

0.4 7.6 － － － 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注2) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注3) キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

(注4) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。 
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（3） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

利益配分につきましては、各事業年度の利益状況と将来の事業展開に備えた企業体質強化のために内部

留保の充実に留意しつつ、株主の皆様に継続的にかつ安定的利益還元を行うことを基本方針としており、総

合的・長期的な還元策を実施していくこととしております。 

 しかしながら、平成 26 年 3 月期通期の決算において、当期純損失を計上することになりましたことから、誠に

遺憾ながら、当期の期末配当の実施を見送らせていただくこととして、6 月開催の株主総会にお諮りする予定

であります。 

 次期の配当金につきましても、当社の業績見通し及び財務状況等を勘案し、中間配当、期末配当とも実施 

を見送らせていただく予定でございます。今後につきましてはグループ一丸となって、中期経営計画を達成す

べく邁進してまいります。 

 

（4） 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、大型船型を中心に外航海運市況が回復傾向にあるものの、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から、前連結会計年度に続き、当連結会計年度におきましても 66 億 81 百万円

の営業損失及び 85 億 84 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平成 25

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、訴訟損失引当金繰入額として 60

億 34 百万円計上した結果、154 億 29 百万円の当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 98 億 51 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 月に発表した中期

経営計画の目標を受け継ぐ新たな中期経営計画を本年 3 月に策定し、次のとおり現在順次取り進めておりま

す。また、第一審判決のあった訴訟案件につきましても、今後の控訴審において本判決の不当性を主張し、

徹底的に争っていく方針です。 

なお、当連結会計年度末において当社グループに係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も

発生しておりますが、当該事象に係る設備借入金 421 億 99 百万円について、本年 4 月 25 日付にて当該主

要金融機関との間で当該財務制限条項の修正に合意しており、現在では当該財務制限条項への抵触は回

避されております。 

 

(1) さらなる資本増強のための施策 

海運市況は回復傾向にあるものの、その回復基調は緩やかなものに留まっており、関係取引先との間での

円滑な取引を継続するためには、資本性のある資金調達をさらに実施することで自己資本の一層の増強を行

い、海運市況が低迷するリスクに加えて、「オーシャン・ビクトリー」号の訴訟リスクが実現した場合においても安

定的な経営基盤を維持できる企業体力の確保を行うことが不可欠であると判断いたしました。そこで、当社は

本年 3 月 27 日開催の取締役会において、第三者割当により総額 85 億円のＤ種種類株式の発行を行うことを

決議し、本年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に同種類株式の発行に係る議案を付議する予定でありま

す。 
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(2) 市況リスクの低減のための施策 

① 用船契約の解約等による船隊の縮小 

② 小型船型へシフトウェイト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減 

大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新

規の中長期貸船契約の成約により収入の固定化を一部実施したほか、今後も用船契約の解約等を検討して

まいります。 

(3) コスト削減策の強化及び継続 

① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続 

② 一般管理費削減の継続 

③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続 

④ 港費等の運航費削減の継続 

(4) 事業再編 

当社グループは、グループ各社の事業内容の見直しを図り、中期経営計画における具体的施策の一環とし

て、近海部門の整理及び再編を検討し、その結果、吸収分割により当社グループが行う近海不定期船事業を

第一中央近海株式会社に集約することで、近海不定期船事業の専門性をより高め、効率的で機動的な運営

ができるものと判断し、平成26年2月21日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日として、当

社の近海不定期船事業を当社の完全子会社である第一中央近海株式会社に承継することを決議し、平成26

年2月21日、同社との間で吸収分割契約を締結いたしました。 

(5) 訴訟案件への対応 

先に述べましたように、「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、当社といたしまして

は、英国高等法院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、今後の控訴審

において本判決の不当性を主張し、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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２. 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、子会社 35 社及び関連会社 7 社により構成され、当社グループのセグメントは、海

外の不定期航路にて海上輸送を行っている外航海運業、本邦での海上輸送を行っている内航海運業のほか

に、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、システム機器保守等受託業に区

分され、国内外において事業展開を行っております。 

当該事業における当社、主要な子会社並びに関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりで

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業区分 事業の概要 主要な連結会社及び関連会社 

外航海運業 

 

荷主等取引先のニーズに広汎に応

えうる各種専用船、LPG船、一般撒積

船等の船隊整備を行っており、その中

核となる船腹は当社社船並びに国内外

関係会社及び他社よりの用船をもって

構成し、安定船腹の確保を図り、世界

規模での事業展開を行っております。 

当社 

第一中央近海㈱ 

Mars Shipping Co., S.A. 

Laurel Maritime Company Limited 

Star Bulk Carrier Co., S.A. 

ほか子会社19社 

関連会社 6社 

内航海運業  当社並びに国内関係会社により、セメ

ント等の各種専用船並びに一般貨物船

の船隊整備を行い、国内需要家向けに

事業展開を図っております。 

当社 

第一中央内航㈱ 

第一中央興産㈱ 

泉汽船㈱ 

ほか子会社5社 

その他の事業 船舶管理業務等の海運附帯事業に

つきましては、主に当社グループの中

心である海上輸送を支えるものとして、

船舶運航支援等をグループの事業とし

て行っております。 

また、船用品等商品販売業、不動産

賃貸業、システム機器保守等受託業に

つきましては、グループの経営基盤の

強化及び事業多角化の一環として、関

係会社を通じて営んでおります。 

第一中央マリン㈱ 

第一中央内航㈱ 

第一中央興産㈱ 

第一中央システムズ㈱ 

ほか子会社2社 

   関連会社1社 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 
 

外航海運業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              船舶の共同運航及び船舶の貸渡 
 
 
 

内航海運業 
 
 
 
 
 
 
                                 その他 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取 
 

 
 

 
 

引 
 

 
 

 
 

先 

当 
 

 
 

 
 

 

社 

子会社  第一中央近海㈱ 

       Mars Shipping Co., S.A. 

       Laurel Maritime Company Limited 

       Star Bulk Carrier Co., S.A.    他 19 社 

関連会社 6 社 

子会社   第一中央内航㈱ 

第一中央興産㈱ 

泉汽船㈱                   他 5 社

海運業 その他の関係会社 
      ㈱商船三井 

海運附帯業 

子会社    第一中央マリン㈱  他 1 社 

関連会社  1 社 

 

販売業 

子会社    第一中央マリン㈱ 

第一中央内航㈱   他 1 社 

 

不動産業 

子会社    第一中央興産㈱   他 1 社 

 

システム機器保守等受託業 

子会社    第一中央システムズ㈱ 

 

その他    子会社 1 社 
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３. 経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

  当社グループはグループ経営理念を以下のとおり定め、経営の基本方針としております。 

 

経営理念 （平成 15 年 4 月～） 

・ 顧客のニーズを追求し、付加価値の高いサービスを提供し、顧客と共に発展する。 

・ 株主の期待に沿うべく、適正な利潤の確保と長期安定経営により企業価値の増大に努める。 

・ 倫理観をもって企業活動に邁進し、国際社会での信頼を築く。 

・ 個の力を高め、それを結集することにより、企業力の強化に努める。 

・ 船舶の安全運航を徹底し、地球環境の保全に努める。 

 

(2) 中長期的な経営戦略、目標とする経営指標、対処すべき課題 

  平成 26 年 3 月 27 日付にて発表した「中期経営計画に関するお知らせ」にありますとおり、(ⅰ)さらなる資

本増強、(ⅱ)市況リスクの低減、(ⅲ)コスト削減策の強化及び継続、並びに(ⅳ)事業再編をその内容とする新

中期経営計画を策定し、発表いたしました。 

 

◎中期経営計画の骨子及び具体的施策 

 

(ⅰ) さらなる資本増強のための施策 

Ｄ種種類株式の発行により 85 億円を調達して自己資本を増強し、安定的な経営基盤を維持できる企業体

力の確保を行ないます。 

 

(ⅱ) 市況リスクの低減のための施策 

市況上昇時を捉えた中長期貸船契約の成約により収入の固定化を図る一方、用船契約の解約や自然減に

よる船隊縮小を進めることで市況リスクを低減し、長期的に安定した利益を確保できる企業体質への転換を進

めてまいります。 

 

(ⅲ) コスト削減策の強化及び継続 

下記のコスト削減策を強化・継続して実施し、徹底した費用削減に努めます。 

a. 減速運航による燃料消費量削減 

b. 一般管理費削減 

c. 船用品・潤滑油等の船費削減 

d. 港費等の運航費削減 

 

(ⅳ) 事業再編 

近海不定期船事業を第一中央近海株式会社に集約することで、事業の専門性を高め、効率的で機動的な

運営を目指してまいります。 

 

上記中期経営計画以外に、｢オーシャン・ビクトリー｣号の全損に係わる訴訟案件への対応として、控訴審に

おいて改めて当社の主張の正当性を訴えるとともに、第一審判決の不当性を主張し、徹底的に争っていく所

存であります。 
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４．連結財務諸表

（１）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)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,193 20,598

受取手形及び営業未収金 11,262 10,434

有価証券 15 15

貯蔵品 9,033 7,994

繰延及び前払費用 3,342 3,821

代理店債権 2,512 2,483

未収入金 811 542

繰延税金資産 38 41

その他流動資産 3,644 5,402

貸倒引当金 △45 △44

流動資産合計 45,808 51,291

固定資産

有形固定資産

船舶（純額） 77,723 98,175

建物及び構築物（純額） 187 178

機械装置及び運搬具（純額） 207 334

器具及び備品（純額） 80 69

土地 356 356

建設仮勘定 10,348 4,392

有形固定資産合計 88,904 103,506

無形固定資産

ソフトウエア 81 42

その他無形固定資産 8 8

無形固定資産合計 89 51

投資その他の資産

投資有価証券 1,827 1,453

長期貸付金 68 51

長期前払費用 309 205

長期前払用船料 - 2,952

繰延税金資産 135 129

その他長期資産 2,129 982

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 4,427 5,731

固定資産合計 93,421 109,289

資産合計 139,229 160,580

決算短信 （宝印刷）  2014年04月25日 15時26分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 11,119 11,916

1年内償還予定の社債 - 310

短期借入金 27,255 31,252

未払法人税等 196 234

繰延税金負債 191 601

未払費用 197 261

前受金 1,239 1,698

賞与引当金 216 212

その他流動負債 7,879 4,007

流動負債合計 48,295 50,493

固定負債

社債 5,290 4,980

長期借入金 64,613 78,272

リース債務 2,919 2,665

繰延税金負債 1,271 816

退職給付引当金 1,345 -

役員退職慰労引当金 76 22

特別修繕引当金 1,176 1,530

訴訟損失引当金 - 5,763

退職給付に係る負債 - 1,142

その他固定負債 1,984 1,111

固定負債合計 78,676 96,305

負債合計 126,971 146,799

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 △26,958

自己株式 △4,704 △4,706

株主資本合計 12,820 13,788

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 246 123

繰延ヘッジ損益 △116 420

為替換算調整勘定 △1,698 △1,623

その他の包括利益累計額合計 △1,568 △1,078

少数株主持分 1,005 1,071

純資産合計 12,257 13,781

負債純資産合計 139,229 160,580

決算短信 （宝印刷）  2014年04月25日 15時26分 2ページ （Tess 1.40 20131220_01）

12

第一中央汽船㈱　(9132)　平成26年3月期　決算短信



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 140,451 165,155

売上原価 153,907 167,115

売上総損失（△） △13,455 △1,959

一般管理費 4,915 4,721

営業損失（△） △18,370 △6,681

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 58 23

持分法による投資利益 86 53

為替差益 1,093 940

その他営業外収益 253 98

営業外収益合計 1,494 1,120

営業外費用

支払利息 1,117 2,046

金利スワップ評価損 - 183

その他営業外費用 570 793

営業外費用合計 1,687 3,023

経常損失（△） △18,563 △8,584

特別利益

固定資産売却益 1,956 1,959

投資有価証券売却益 721 367

用船契約解約金 59 47

造船契約譲渡益 892 -

特別修繕引当金戻入額 391 57

内航船舶建造権売却益 - 66

特別利益合計 4,020 2,498

特別損失

固定資産売却損 1 -

減損損失 5,659 1,001

訴訟損失引当金繰入額 - 6,034

投資有価証券売却損 78 -

投資有価証券評価損 83 -

用船契約解約金 6,174 1,821

造船契約解約損 5,279 -

関係会社整理損 - 22

特別損失合計 17,275 8,879

税金等調整前当期純損失（△） △31,819 △14,965

法人税、住民税及び事業税 288 360

法人税等調整額 △220 28

法人税等合計 67 389

少数株主損益調整前当期純損失（△） △31,886 △15,354

少数株主利益 96 74

当期純損失（△） △31,983 △15,429
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △31,886 △15,354

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △457 △127

繰延ヘッジ損益 2,410 537

為替換算調整勘定 77 △23

持分法適用会社に対する持分相当額 63 99

その他の包括利益合計 2,093 484

包括利益 △29,793 △14,870

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △29,907 △14,939

少数株主に係る包括利益 113 69
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 13,258 795 20,454 △4,703 29,804

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 7,500 7,500 　 　 15,000

当期純損失（△） 　 　 △31,983 　 △31,983

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 7,500 7,500 △31,983 △0 △16,984

当期末残高 20,758 8,295 △11,529 △4,704 12,820

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 720 △2,526 △1,838 △3,643 896 27,056

当期変動額 　 　 　 　 　 　

新株の発行 　 　 　 　 　 15,000

当期純損失（△） 　 　 　 　 　 △31,983

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△474 2,410 139 2,075 109 2,184

当期変動額合計 △474 2,410 139 2,075 109 △14,799

当期末残高 246 △116 △1,698 △1,568 1,005 12,257
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 20,758 8,295 △11,529 △4,704 12,820

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 8,200 8,200 　 　 16,400

当期純損失（△） 　 　 △15,429 　 △15,429

自己株式の取得 　 　 　 △1 △1

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 8,200 8,200 △15,429 △1 968

当期末残高 28,958 16,495 △26,958 △4,706 13,788

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 246 △116 △1,698 △1,568 1,005 12,257

当期変動額 　 　 　 　 　 　

新株の発行 　 　 　 　 　 16,400

当期純損失（△） 　 　 　 　 　 △15,429

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △1

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△122 537 75 489 65 555

当期変動額合計 △122 537 75 489 65 1,523

当期末残高 123 420 △1,623 △1,078 1,071 13,781
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △31,819 △14,965

減価償却費 6,336 6,893

減損損失 5,659 1,001

受取利息及び受取配当金 △62 △27

支払利息 1,117 2,046

為替差損益（△は益） △85 △643

持分法による投資損益（△は益） △71 △41

金利スワップ評価損益（△は益） - 183

固定資産売却損益（△は益） △1,955 △1,959

投資有価証券売却損益（△は益） △642 △367

訴訟損失引当金繰入額 - 6,034

用船契約解約金 - 77

造船契約譲渡益 △892 -

造船契約解約損 5,279 -

関係会社整理損 - 22

売上債権の増減額（△は増加） △787 830

貯蔵品の増減額（△は増加） △1,318 1,042

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） △532 △487

長期前払用船料の増減額（△は増加） - △2,952

代理店債権の増減額（△は増加） △552 44

未収入金の増減額（△は増加） △300 259

立替金の増減額（△は増加） 36 △117

前渡金の増減額（△は増加） 356 △303

仕入債務の増減額（△は減少） 1,646 790

未払金の増減額（△は減少） 4,866 △4,759

前受金の増減額（△は減少） △479 464

預り金の増減額（△は減少） 484 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △152 -

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93 △54

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △165 347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △202

その他 40 △508

小計 △14,087 △7,388

利息及び配当金の受取額 112 27

利息の支払額 △1,128 △1,920

法人税等の支払額 △355 △314

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 △15,430 △9,851

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） 399 120

有形固定資産の取得による支出 △26,154 △21,221

有形固定資産の売却による収入 12,157 3,885

投資有価証券の売却による収入 2,608 713

造船契約の地位譲渡による収入 4,059 -

その他 16 189

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,913 △16,313
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31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） 1,617 465

長期借入れによる収入 24,947 25,766

長期借入金の返済による支出 △16,873 △10,964

社債の発行による収入 5,290 -

株式の発行による収入 14,945 16,340

自己株式の取得による支出 △0 △1

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △179 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,742 31,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,373 5,525

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期末残高 14,973 20,498
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(5) 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、大型船型を中心に外航海運市況が回復傾向にあるものの、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から、前連結会計年度に続き、当連結会計年度におきましても 66 億 81 百万円

の営業損失及び 85 億 84 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平成 25

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、訴訟損失引当金繰入額として 60

億 34 百万円計上した結果、154 億 29 百万円の当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 98 億 51 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 月に発表した中期

経営計画の目標を受け継ぐ新たな中期経営計画を本年 3 月に策定し、次のとおり現在順次取り進めておりま

す。また、第一審判決のあった訴訟案件につきましても、今後の控訴審において本判決の不当性を主張し、

徹底的に争っていく方針です。 

なお、当連結会計年度末において当社グループに係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も

発生しておりますが、当該事象に係る設備借入金 421 億 99 百万円について、本年 4 月 25 日付にて当該主

要金融機関との間で当該財務制限条項の修正に合意しており、現在では当該財務制限条項への抵触は回

避されております。 

 

(1) さらなる資本増強のための施策 

海運市況は回復傾向にあるものの、その回復基調は緩やかなものに留まっており、関係取引先との間での

円滑な取引を継続するためには、資本性のある資金調達をさらに実施することで自己資本の一層の増強を行

い、海運市況が低迷するリスクに加えて、「オーシャン・ビクトリー」号の訴訟リスクが実現した場合においても安

定的な経営基盤を維持できる企業体力の確保を行うことが不可欠であると判断いたしました。そこで、当社は

本年 3 月 27 日開催の取締役会において、第三者割当により総額 85 億円のＤ種種類株式の発行を行うことを

決議し、本年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に同種類株式の発行に係る議案を付議する予定でありま

す。 

(2) 市況リスクの低減のための施策 

① 用船契約の解約等による船隊の縮小 

② 小型船型へシフトウェイト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減 

大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新

規の中長期貸船契約の成約により収入の固定化を一部実施したほか、今後も用船契約の解約等を検討して

まいります。 

(3) コスト削減策の強化及び継続 

① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続 

② 一般管理費削減の継続 

③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続 

④ 港費等の運航費削減の継続 
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(4) 事業再編 

当社グループは、グループ各社の事業内容の見直しを図り、中期経営計画における具体的施策の一環とし

て、近海部門の整理及び再編を検討し、その結果、吸収分割により当社グループが行う近海不定期船事業を

第一中央近海株式会社に集約することで、近海不定期船事業の専門性をより高め、効率的で機動的な運営

ができるものと判断し、平成26年2月21日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日として、当

社の近海不定期船事業を当社の完全子会社である第一中央近海株式会社に承継することを決議し、平成26

年2月21日、同社との間で吸収分割契約を締結いたしました。 

(5) 訴訟案件への対応 

先に述べましたように、「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、当社といたしまして

は、英国高等法院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、今後の控訴審

において本判決の不当性を主張し、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、現時点においても継続

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、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

影響を連結財務諸表には反映しておりません。 

 

 

(会計方針の変更) 

 

退職給付に関する会計基準等の適用 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日）及び「退職給付に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年 5 月 17 日）を当連結会計年度末より適

用しております。 

 これにより、従来、固定負債に計上しておりました「退職給付引当金」は、当連結会計年度末より「退職給付

に係る負債」として計上しております。 
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（セグメント情報） 

１． 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会等の社内決議機関が、用船を含む船隊整備案件の妥当性を評価するために、定期的に業績の把

握を行っているものであります。 

当社グループの主な事業は不定期航路を中心とする海上運送業であり、当社を軸として国外及び国内の

輸送事業を展開しております。 

したがいまして、国外における「外航海運業」及び国内における「内航海運業」の 2 つを報告セグメントとして

おります。「外航海運業」は、本邦からの輸出及び本邦への輸入にかかる海上輸送並びに本邦以外の地域間

の海上輸送を行っており、また「内航海運業」は、本邦内での海上輸送を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価

格に基づいております。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度 （自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

   （単位：百万円） 

 

報告セグメント 
その他 

（注 1） 
合計 

調整額 

（注 2） 

連結    

財務諸表  

計上額 

外航 

海運業 

内航 

海運業 
計 

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 

 

149,268 11,183 160,451 4,704

 

165,155 

 

－ 165,155

－ 9 9 901 910 △910 －

計 149,268 11,192 160,461 5,605 166,066 △910 165,155

セグメント利益又は損失

（△） 
△7,611 582 △7,029 345 △6,683 2 △6,681

セグメント資産 145,788 13,842 159,631 2,481 162,112 △1,532 160,580

その他の項目    

減価償却費 5,632 1,179 6,812 87 6,900 △6 6,893

持分法適用会社への 

投資額 
402 － 402 128 531 △15 515

有形固定資産及び   

無形固定資産の増加額 
23,079 862 23,941 45 23,987 △933 23,054

（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）セグメント損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 
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（１株当たり情報） 

 

当連結会計年度 （自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

 

１株当たり純資産額 △73.00 円

１株当たり当期純損失金額 60.26 円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、 

１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

当期純損失 （百万円） 15,429 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － 

普通株式に係る当期純損失 （百万円） 15,429 

普通株式の期中平均株式数 （株） 256,033,629 

 

 

   （重要な後発事象） 

 

該当事項はありません。 

 

以  上 
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