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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 

26 年 3 月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

27 年 3 月期 －   

27 年 3 月期（予想） 0.00 － 0.00 0.00 
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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１四半期連結累計期間（平成 26 年４月１日から平成 26 年６月 30 日まで）における世界経済を概観いたします

と、米国経済は個人消費の伸びが続き、設備投資は改善傾向が継続しており、欧州経済は緩やかに回復しておりま

すが、中東情勢、ウクライナ情勢、マレーシア航空機墜落事故を巡り、先行きの不透明感が増しております。一方で、

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。わが国におきましては、政府による経済・金融

政策を背景に、緩やかな回復傾向にありましたが、４月に入り消費税増税前の駆け込み需要の反動が見受けられるな

ど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

海運業界におきましては、ケープ型（主に約 15 万重量トン超）において３月頃に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上昇しておりましたが、４月に入り下落傾向に転じ、足元は低位で推移しており、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 26 年３月に発表した新中期経営計画の実行に加え、所有船の売却

及び用船解約等を行い経営の安定化を図る一方、全船型で減速運航を徹底し、一般管理費の削減に取り組んでまい

りましたが、想定を超える海運市況低迷により、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 401 億６百

万円（前第１四半期連結累計期間比６億 22 百万円、1.6％増加）、営業損失 13 億 67 百万円（前第１四半期連結累計

期間は 33 億 29 百万円の営業損失）、経常損失 20 億 27 百万円（前第１四半期連結累計期間は 35 億 24 百万円の

経常損失）を計上、さらに用船契約解約金等、３億 36 百万円の特別損失を計上した結果、四半期純損失は 25 億 21

百万円（前第１四半期連結累計期間は 94 億 70 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 360 億 57 百万円と前第１四半期連結累計期間比３億 39 百万円、1.0％増加し

たものの、営業損失は 16 億 26 百万円（前第１四半期連結累計期間は 36 億 39 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。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市況環境は良好とはいえず、４月初めには 18 千ドルレベルだっ

たものが５月には 10 千ドルを割り込み６月には一時的に 14 千ドルを超えたものの、全体としては低調なものとなりまし

た。市況が下落した原因としては、新造船供給圧力に加え、中国の景気減速による鉄鋼需要増の伸びの鈍化と積揚

地における荷役設備の拡充による滞船の減少が考えられます。 

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・航

路への配船や、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、各船の減速運航のさらなる深度化を実施するなど収益の向上に努めましたが、市況の下落をカバーできず、

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、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

第一中央汽船㈱　(9132)　平成27年3月期　第1四半期決算短信

2



 

 

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。 

しかしながら世界経済の回復の遅れや中国、インド等新興国の経済成長率の鈍化、インドネシアの禁輸措置等が

荷動きを不活性化する一方、依然として新造船の供給圧力は重く、市況は予想以上に低調に推移しました。このような

状況下、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事はできませんで

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、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。市況が下落する中、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。一方、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並びに運航費削減など収益改善施策の効果発現

により、収支改善が続き、堅調に利益を計上致しました。また、専用船関係では、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が、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。 

 

【内航海運業】 

内航海運業につきましては、売上高 27 億 34 百万円と前第１四半期連結累計期間比 53 百万円、2.0％増加したも

のの、営業利益は１億 59 百万円と前第１四半期連結累計期間比 79 百万円、33.3％減益となりましたが、想定どおり

順調に利益を計上しております。 

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、

復興需要、セメントの民需・官需の高まりを受けて順調に稼働し、収益は所期の目標を達成することができました。また、

一般貨物船につきましては、消費税増税前の駆け込み需要の反動減や、燃料油価格の高止まり等厳しい環境に置か

れましたが、効率的な配船・運航に努めた結果、所期の目標を達成することができました。 

 

【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 15 億 25 百万円(前第１四半期連結累計期間比２億 28 百万円、17.6％増加)、

営業利益は 98 百万円(前第１四半期連結累計期間比 28 百万円、40.1％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 

 

資産の部は、前連結会計年度末に比べ 80 億 21 百万円減少（前連結会計年度末比 5.0％減少）し、1,525 億 58 百

万円となりました。流動資産は 54 億 30 百万円減少（前連結会計年度末比 10.6％減少）し、固定資産は 25 億 91 百

万円減少（前連結会計年度末比 2.4％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 40 億 83

百万円であり、固定資産の減少は、主に減価償却による「船舶」の減少 20 億 37 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 51 億 40 百万円減少（前連結会計年度末比 3.5％減少）し、1,416 億

58 百万円となりました。これは、「営業未払金」の減少７億 21 百万円及び「長期借入金」の減少 36 億 21 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 25 億 21 百万円となり、前連結会計年度

末比 28 億 81 百万円減少（前連結会計年度末比 20.9％減少）し、108 億 99 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 7.9％から 6.4％へ減少いたしました。 
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（３） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 

第２四半期は為替・燃料油価格は変動幅が小さく比較的安定しているものの、外航不定期船市況が前回の発表時

対比回復が遅れており、当面低迷した水準が続くと予想されるため売上高、営業損益、経常損益及び四半期純損益

を下方修正いたします。 

 

第２四半期累計期間の業績修正に伴い通期の業績予想も修正しておりますが、下期の業績は外航不定期船市況、

燃料油価格、為替等の不確定要素があるため現時点では前回発表予想から変更しておりません。上期の厳しい状況

を踏まえ、更なる収益改善・コスト削減の取組みを織り込み下期修正予算を策定することとしておりますので、作成次

第、公表する予定です。 

 

なお、詳細につきましては、本日（平成 26 年７月 31 日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

 

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

 第２四半期累計期間 通期 

売上高 80,000 166,000 

営業損（△）益 △ 3,500 600 

経常損（△）益 △ 5,000 △ 2,400 

当期純損（△）益 △ 5,000 △ 2,300 

 

７月以降の業績見通しの主な前提といたしましては下記のとおりです。 

 

 第２四半期 第３～第４四半期 

為替レート（円/ドル） \100.00 \100.00 

燃料油単価（トン当たり）※ $645.00 $670.00 

※ボンド油 180cst 京浜補油ベース 

 

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．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。 
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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、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、当第１四半期連結累計期間におきましても 13 億 67 百

万円の営業損失、20 億 27 百万円の経常損失及び 25 億 21 百万円の四半期純損失となりました。 

また、平成 22 年６月 21 日（現地時間）に提起されていた「オーシャン・ビクトリー」号の全損に関する訴訟について、

平成 25 年７月 30 日（現地時間）に損害賠償約１億 37 百万ドル及び金利 28 百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命

じる第一審判決が当社に対し言い渡されております。 

 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、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。 

 

(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６月 27

日開催の定時株主総会において、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７月８日に実行されました。 

(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 小型船型へウェイトシフ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、今後

も新規の中長期貸船契約の成約による収入の固定化及び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当社の

完全子会社である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第一中

央近海株式会社に承継いたしました。 

(5) 訴訟案件への対応 

先に述べました「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係わる訴訟案件につきましては、英国高等法院第一審判

決の内容に基づき訴訟損失引当金 57 億 99 百万円を計上しておりますが、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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（３） 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、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、当第１四半期連結累計期間におきましても 13 億 67 百

万円の営業損失、20 億 27 百万円の経常損失及び 25 億 21 百万円の四半期純損失となりました。 

また、平成 22 年６月 21 日（現地時間）に提起されていた「オーシャン・ビクトリー」号の全損に関する訴訟について、

平成 25 年７月 30 日（現地時間）に損害賠償約１億 37 百万ドル及び金利 28 百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命

じる第一審判決が当社に対し言い渡されております。 

 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、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。 

 

(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６月 27

日開催の定時株主総会において、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７月８日に実行されました。 

(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 小型船型へウェイトシフ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、今後

も新規の中長期貸船契約の成約による収入の固定化及び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当社の

完全子会社である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第一中

央近海株式会社に承継いたしました。 

(5) 訴訟案件への対応 

先に述べました「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係わる訴訟案件につきましては、英国高等法院第一審判

決の内容に基づき訴訟損失引当金 57 億 99 百万円を計上しておりますが、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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以上これらの対応策を順次取り進めておりますが、未だ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、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１四半期連結累計期間 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

 

（セグメント情報等） 

 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間 （自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 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 
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） 

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 

 

35,717 2,679 38,397 1,087

 

39,484 

 

－ 39,484

－ 2 2 209 211 △211 －

計 35,717 2,681 38,399 1,296 39,695 △211 39,484

セグメント利益又は損失（△） △3,639 239 △3,400 70 △3,330 0 △3,329

（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。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 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 
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） 

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 

 

36,057 2,732 38,789 1,316

 

40,106 

 

－ 40,106

－ 2 2 208 210 △210 －

計 36,057 2,734 38,791 1,525 40,317 △210 40,106

セグメント利益又は損失（△） △1,626 159 △1,466 98 △1,368 0 △1,367

（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。 

 

 

（重要な後発事象） 

当社は、平成 26 年６月 27 日開催の定時株主総会において、第三者割当によるＤ種種類株式の発行を行うことを

決議し、平成 26 年７月８日に払込が完了いたしました。その概要は以下のとおりです。 

 (1) 発行する株式の種類及び数  Ｄ種種類株式 8,500,000 株 

 (2) 発行価額    １株につき 1,000 円 

 (3) 発行総額      8,500,000,000 円 

 (4) 増加する資本金の額      4,250,000,000 円（１株につき 500 円） 

 (5) 増加する資本準備金の額   4,250,000,000 円（１株につき 500 円） 

 (6) 割当先      大和 PI パートナーズ株式会社                                2,500,000 株 

                フェニックス・キャピタル・パートナーズ・トゥエンティ投資事業組合   3,000,000 株 

                GREEN SPANKER SHIPPING S.A.                              400,000 株 

SOUTHERN ROUTE MARITIME S.A.                           300,000 株 

SUN LANES SHIPPING S.A.                                   300,000 株 

PEDREGAL MARITIME S.A.                                 1,000,000 株 

三井物産株式会社                                         1,000,000 株 

 (7) 資金の使途 

安定的な経営基盤を維持できる企業体力の確保に加え、長期借入金及び社債の償還並びにその他営業活

動のための運転資金への充当を予定しております。 

 

以 上 
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