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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第３四半期連結会計期間（平成 21 年 10 月１日から平成 21 年 12 月 31 日までの３ヶ月）の業績は、

連結売上高 4,427 億円（前年同期 6,114 億円）、営業利益 49 億円（前年同期 365 億円）、経常利益 28 億

円（前年同期 272 億円）、四半期純利益 26 億円（前年同期 189 億円）となりました。 

（概況） 

当第３四半期連結会計期間は、世界的な景気後退の底打ち感を背景に、海運業を取り巻く事業環境にお

いて一定の回復傾向が見られました。コンテナ船の運賃修復が一定の成果を上げ、コンテナや自動車輸

送の荷動きも第２四半期を上回り、ドライバルク市況も緩やかに上昇しましたが、前年同期との比較で

は定期船事業と不定期専用船事業を合わせた海運業部門で大幅減収となり、売上高は全体で前年同期比

1,686 億円減(27.6%減)となりました。一方で、売上原価は前年同期比で 1,246 億円減(24.2%減）となり、

販売費及び一般管理費の削減にも取り組みましたが、売上高の大幅な減少により、営業利益は同 315 億

円減(86.4%減)となり、売上高営業利益率は前年同期の 6.0％から 1.1％へと、4.9 ポイント低下しまし

た。この結果、経常利益は前年同期比で 244 億円減(89.5%減)、四半期純利益も同 163 億円減(85.9%減)

といずれも大幅に悪化しました。 

なお、為替レートと燃料油価格の変動が当第３四半期連結累計期間の経常利益に与えた影響は以下の通

りです。 

 当第３四半期 

（９ヶ月） 

前第３四半期 

（９ヶ月） 
差額 

影響額 

（９ヶ月） 

平均為替レート 93.91 円/US$ 103.50 円/US$ 9.59 円 円高 △50 億円 

平均燃料油価格 US$367.93/MT US$567.98/MT US$200.05 安 300 億円 

（注）為替レート変動が経常利益に与える影響額は US$１当たり１円の変動で年間約７億円です。 

燃料油価格変動が経常利益に与える影響額は US$１/MT の変動で年間約２億円です。  
 
 

為替レートの推移 消費燃料油価格の推移 
円/US$ US$/MT 
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（注）為替レート・消費燃料油価格とも、当社社内値です。 
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（セグメント別概況） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 21 年 10 月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 

＜定期船事業＞ 

上期に引き続き船隊合理化を進め、また、冬場の需要低迷期における荷動きの落ち込みがほとんどなく、

需給環境が更に改善したため、第２四半期比ではほぼ全ての航路で平均運賃が上昇しましたが、前年同

期比では積高、運賃ともに及ばず、大幅減収となりました。減船をはじめあらゆる費用の削減活動を継

続し、欧州航路、中南米航路など一部航路の業績は前年同期比で改善しましたが、定期船事業全体とし

ては前年同期実績を大きく下回りました。 

 

＜不定期専用船事業＞ 

自動車船部門では、新造船３隻を投入した一方で、引き続き減速航海等による運航費削減に努めました。

荷動きはやや上向いたものの、本格的な回復には至らず、輸送台数は前年同期の約７割となりました。 

ドライバルク部門では、中国・インドなどアジア新興国の持続的な経済成長と先進国の景気回復により

鉄鋼・エネルギー需要が伸び、鉄鉱石・石炭・穀物の海上荷動き量は増加、豪州では滞船も発生しまし

た。市況は乱高下しながらも強含みに推移し、11 月には 2009 年 高値を付けたため、歴史的な低水準

を記録した前年同期との業績比較では、増益となりました。 

タンカー部門では、本来なら冬場の需要期に入るところ、先進国における原油・石油製品在庫が高水準

で、海上荷動き量は低迷しました。タンカー市況は、洋上在庫の増加により船腹供給が抑制され、年末

に向け上昇する動きもありましたが、新造船の供給圧力も未だ強く、業績は前年同期比で減益となりま

した。 

タンカー運賃
中東湾岸積日本向VLCC型 高値の推移
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＜物流事業＞ 

NYK Logistics 部門では、一層の事業運営の効率化と費用削減に取り組み、中国・アジア地域では景気

回復に伴い取扱量が増加したものの、米州および欧州の低迷を補うには至らず、前年同期を下回る業績

となりました。郵船航空サービス㈱は、日本発の緊急輸送もあり需要の回復が見られたものの、航空運

賃上昇に伴う仕入れコストの増加により利益率が低下したことなどにより、前年同期比減収減益となり

ました。この結果、物流事業全体として前年同期実績を下回る結果となりました。 

 

＜ターミナル関連事業＞ 

世界的なコンテナ荷動きの低迷により国内外ターミナルとも取扱量が前年同期比で減少した結果、業績

も前年同期の実績を下回りました。 

 

＜客船事業＞ 

日本市場の飛鳥Ⅱは、台風の影響によるクルーズのキャンセルが発生し、北米市場のクリスタル・クル

ーズは米国景気低迷により乗船率・客単価が低下したため、客船事業全体では前年同期実績を下回る結

果となりました。 

 

＜航空運送事業＞ 

日本貨物航空㈱は、回復基調にある需要を定期便のみならずチャーター事業の拡大により取り込んだこ

とや、継続的な燃料消費量の節減活動や運航・整備を含むコスト削減に努めた結果、世界的な景気後退

に伴う影響が出始めた前年同期との比較では、赤字幅が縮小しました。 

 

＜不動産業、その他の事業＞ 

不動産業では、低調な市況の中で主要オフィスビルの高稼働率を維持し、前年同期並の実績となりまし

た。その他の事業では、製造加工業は前年同期実績を上回ったものの、市況低迷の影響を受けた商事業、

その他の事業で前年同期実績を下回りました。 

 

 

平成 22 年３月期第１四半期および第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平

成 22 年３月期第１四半期決算短信（平成 21 年７月 27 日開示）および平成 22 年３月期第２四半期決算

短信（平成 21 年 10 月 27 日開示）をご参照下さい。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

①資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて1,088億円増加し２兆1,800億円と

なりました。これは、主に有価証券の増加により流動資産が 1,203 億円増加したことによります。負債

合計額は、前連結会計年度末並みの１兆 4,929 億円となりました。純資産の部では、12 月の公募増資の

払込みおよび太平洋海運㈱との株式交換により、資本金が 557 億円、資本剰余金が 584 億円増加し、株

主資本と評価・換算差額等の合計である自己資本が 6,457 億円となり、これに少数株主持分 413 億円を

加えた純資産の合計は、6,870 億円となりました。これらにより、負債自己資本比率(D/E レシオ)は 1.65

となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失△266

億円、現金支出を伴わない減価償却費 729 億円、利息の支払額△162 億円等により 240 億円となりまし

た。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として船舶投資を中心とする固定資産の取得による支出

等により△291 億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収

入 1,107 億円等により 1,216 億円となりました。以上に現金及び現金同等物に係る換算差額等を加味し

た現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は期首残高比 1,152 億円増の 2,420 億円となりました。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下表の通りです。 

平成19年
３月期

平成20年
３月期

平成21年
３月期

平成20年
12月期

平成21年
12月期

自己資本比率　(%) 30.8 27.9 26.3 27.0 29.6

時価ベースの自己資本比率　(%) 54.4 50.3 22.3 31.2 22.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比
率（年）

10.3 5.1 7.2 - -

インタレスト・カバレッジ・レシオ 5.0 8.8 6.6 7.0 1.5
 

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(年) ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー   

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い    

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。    

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しています。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

を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

います。  
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 

通期の連結業績予想は、売上高１兆 7,000 億円、営業損失 220 億円、経常損失 360 億円、当期純損失 290

億円を予想しております。 

（単位：億円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回（平成21年10月27日） 16,800 △ 180 △ 330 △ 270

今回修正 17,000 △ 220 △ 360 △ 290

増減額 200 △ 40 △ 30 △ 20

増減率 1.2% - - -

通期

業績予想の前提：（通期）為替レート 92.93円/US$、燃料油価格 US$398.45/MT
　　　　　　　　（第４四半期連結会計期間）為替レート 90円/US$、燃料油価格 US$490/MT

平成22年３月期　連結業績予想

 

定期船事業では、コンテナ船の運賃修復に引き続き努めてまいりますが、燃料油価格上昇による費用の

増加が予想されます。不定期専用船事業は、自動車輸送台数は徐々に増加しており、ドライバルク市況

も堅調に推移しております。客船事業は、欧米の経済回復が遅れていることから厳しい状況が続く見込

みです。航空運送事業は、旧正月の影響等で荷動きが一時的に鈍化することが予想されますが、赤字幅

の縮小に努めてまいります。引き続き、業務改善と船隊規模の適正化を推進してまいりますが、通期の

連結業績予想を上記の通り修正いたします。 
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４．その他 

(１) 期中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） 

当社特定子会社であった ANTWERP CAR PROCESSING CENTER N.V.は、他の当社子会社４社（※）

と合併したため、消滅いたしました。 

なお、５社合併後の新会社名は INTERNATIONAL CAR OPERATORS N.V.であります。 

 （※）INTERNATIONAL CAR OPERATORS (BENELUX) N.V. (存続会社) 

    COMBINED TERMINAL OPERATORS N.V. (消滅会社) 

    ZEEBRUGGE SHIPPING AND BUNKERING COMPANY N.V. (消滅会社) 

    ACCESSORY PLANT ZEEBRUGGE N.V. (消滅会社) 

 

(２) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し

い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高

を算定しております。 

２. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

当社及び一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目

や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。 

前連結会計年度末以降、経営環境等かつ一時差異等の発生状況に、繰延税金資産の回収可

能性の判断に影響を及ぼす程度の著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。 

 

(３) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年 12月 27日）

を第１四半期連結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、

当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 
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(４)継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

(５)セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日  至 平成20年12月31日）   （単位：百万円）
定期船
事業

不定期専用船
事業

物流事業
ﾀ-ﾐﾅﾙ関連

事業
客船事業

航空運送
事業

不動産業
その他の

事業
計

消去又は
全社

連    結

(1) 151,295 273,470 113,553 25,189 9,413 17,331 2,230 18,951 611,436 - 611,436

(2) 1,552 1,255 1,027 7,817 - 2,100 698 22,179 36,630 (36,630) -

　計 152,848 274,726 114,581 33,006 9,413 19,431 2,928 41,131 648,067 (36,630) 611,436

△ 945 37,840 1,750 1,940 △ 360 △ 4,446 961 △ 211 36,529 2 36,532

△ 3,765 32,124 2,033 1,213 △ 347 △ 5,497 1,116 398 27,276 2 27,279

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日  至 平成21年12月31日）   （単位：百万円）
定期船
事業

不定期専用船
事業

物流事業
ﾀ-ﾐﾅﾙ関連

事業
客船事業

航空運送
事業

不動産業
その他の

事業
計

消去又は
全社

連    結

(1) 96,278 192,456 89,942 20,966 7,775 16,139 2,374 16,862 442,795 - 442,795

(2) 983 1,285 351 6,760 - 1,981 652 23,470 35,485 (35,485) -

　計 97,262 193,741 90,293 27,726 7,775 18,121 3,027 40,333 478,281 (35,485) 442,795

△ 11,224 15,681 1,887 1,187 △ 1,592 △ 1,797 981 △ 176 4,948 3 4,951

△ 12,017 14,285 1,988 1,049 △ 1,700 △ 1,968 1,191 24 2,853 3 2,856

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31日）   （単位：百万円）
定期船
事業

不定期専用船
事業

物流事業
ﾀ-ﾐﾅﾙ関連

事業
客船事業

航空運送
事業

不動産業
その他の

事業
計

消去又は
全社

連    結

(1) 498,351 909,063 369,006 81,053 36,312 60,665 6,894 69,964 2,031,311 - 2,031,311

(2) 4,579 4,437 2,517 25,561 - 7,428 1,874 102,181 148,579 (148,579) -

　計 502,930 913,501 371,524 106,614 36,312 68,094 8,768 172,145 2,179,891 (148,579) 2,031,311

△ 5,108 169,539 6,498 6,502 2,382 △ 10,212 2,820 △ 1,067 171,354 6 171,361

△ 7,500 166,731 7,144 5,198 2,259 △ 11,376 3,450 1,197 167,105 6 167,112

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日）   （単位：百万円）
定期船
事業

不定期専用船
事業

物流事業
ﾀ-ﾐﾅﾙ関連

事業
客船事業

航空運送
事業

不動産業
その他の

事業
計

消去又は
全社

連    結

(1) 272,751 527,075 250,162 63,928 27,148 39,525 7,372 49,349 1,237,314 - 1,237,314

(2) 3,220 4,586 966 18,756 - 4,853 1,786 64,648 98,819 (98,819) -

　計 275,972 531,662 251,129 82,685 27,148 44,378 9,158 113,998 1,336,134 (98,819) 1,237,314

△ 47,363 25,974 1,150 2,135 △ 1,808 △ 13,842 2,850 △ 1,217 △ 32,121 10 △ 32,111

△ 48,616 18,172 1,433 1,692 △ 2,097 △ 13,799 3,738 △ 1,591 △ 41,068 10 △ 41,058

(注） １．事業区分の方法

日本標準産業分類を参考とした役務の種類・性質の類似性に経営組織との一体性を加味して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な事業・役務の名称

…… 外航貨物海運業、船舶貸渡業、運送代理店

…… 外航・沿海貨物海運業、船舶貸渡業、運送代理店

…… 倉庫業、貨物運送取扱業

…… コンテナターミナル業、港湾運送業、曳船業

…… 客船の保有・運航業

…… 航空運送業

…… 不動産の賃貸・管理・販売業

…… 機械器具卸売業(船舶用）、その他運輸付帯サービス業、情報処理サービス業、

石油製品の卸売業、その他

３．営業費用の中の共通費は、すべてセグメント別に配賦しております。

経常利益又は損失(△)

営業利益又は損失(△)

売 上 高

外部顧客に対する売上高

セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高

経常利益又は損失(△)

売 上 高

外部顧客に対する売上高

セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高

営業利益又は損失(△)

そ の 他 の 事 業

客 船 事 業

不 動 産 業

航 空 運 送 事 業

セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高

営業利益又は損失(△)

経常利益又は損失(△)

売 上 高

外部顧客に対する売上高

セ グ メ ン ト 間 の
内部売上高又は振替高

営業利益又は損失(△)

経常利益又は損失(△)

売 上 高

外部顧客に対する売上高

定 期 船 事 業

不定期専用船事業

物 流 事 業

タ ー ミ ナ ル 関 連 事 業
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(６)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

前連結会計年度末残高 88,531 97,189 426,217 △ 1,493 610,444

 当第３四半期連結会計期間末までの
 変動額

新株の発行　※１ 55,788 55,788 111,577

株式交換による増加　※２ 2,704 2,704

剰余金の配当 △ 4,911 △ 4,911

四半期純損失 △ 26,679 △ 26,679

自己株式の取得 △ 46 △ 46

自己株式の処分 △ 14 35 20

連結子会社の決算期変更に伴う増減 △ 93 △ 93

連結範囲の変動 3,399 3,399

持分法の適用範囲の変動 933 933

その他 △ 155 △ 155

 当第３四半期連結会計期間末までの
 変動額合計

当第３四半期連結会計期間末残高 144,319 155,668 398,711 △ 1,504 697,194

△ 11 86,75055,788 58,478 △ 27,506

 

※１ 当社は、平成21年12月８日付で公募増資の払込み、平成21年12年25日付でオーバーアロットメントによる当社株式

の売出しに関する第三者割当増資の払込みを受けました。 

※２ 当社は、平成21年12月１日付で太平洋海運㈱を完全子会社とする株式交換を行いました。 
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６．その他の情報  

(１) 航空貨物事業における事業の再編と統合について 

㈱日本航空の重要な連結子会社である㈱日本航空インターナショナルと日本貨物航空㈱は、それぞれ運営する

航空貨物事業における事業の再編と統合に向けた協議を昨年８月の協議開始の合意をもとに関係者間にて進

めてまいりましたが、現時点では両社の合意には至っておりませんので、新体制での事業開始時期も含め、引

き続き両社で協議を継続してまいります。 

 

(２)四半期毎の業績の推移（連結） 

平成22年３月期

億円 億円 億円 億円

3,800 4,144 4,427

営業利益 -255 -115 49

経常利益 -270 -168 28

四半期純利益 -189 -104 26
円 円 円 円

-15.41 -8.50 1.99
潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益 - - - 

億円 億円 億円 億円

21,197 21,106 21,800

純資産 5,990 5,655 6,870
円 円 円 円

454.22 426.39 380.28

平成21年３月期

億円 億円 億円 億円

6,796 7,402 6,114 3,986

営業利益 581 766 365 -264

経常利益 651 747 272 -262

四半期純利益 443 469 189 -541
円 円 円 円

36.12 38.21 15.46 -44.07
潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益 34.29 - - - 

億円 億円 億円 億円

24,494 23,555 21,444 20,712

純資産 7,565 7,412 6,194 5,812
円 円 円 円

583.41 570.23 471.91 443.16

(注)　１．上記各四半期毎の業績（売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益） は、第１四半期連結累計期間、６ヶ月

　　　　　間累計(第２四半期連結累計期間)、９ヶ月間累計(第３四半期連結累計期間)、12ヶ月間累計(通期)の各数値を

　　　　　ベースとして差し引きすることにより算出しております。 

　　  ２．前第２・第３四半期および当第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を

　　　　　有している潜在株式がないため記載しておりません。

　　  ３．前第４四半期および当第１・第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在

　　　　　するものの１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日

自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日

自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日

売上高

１株当たり四半期純利益

総資産

１株当たり純資産

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日

自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日

自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日

売上高

１株当たり四半期純利益

総資産

１株当たり純資産
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(３)為替情報（連結） 

1.07円　円安期末レート

期中平均レート

当第３四半期
(平成21年12月期）

前第３四半期
(平成20年12月期）

93.91円/US$ 103.50円/US$

差額

92.10円/US$ 91.03円/US$

9.59円　円高

前期
（平成21年３月期）

100.82円/US$

98.23円/US$
 

 

(４)燃料油情報（連結） 

消費燃料油単価

差額

US$200.05安

当第３四半期
(平成21年12月期）

前第３四半期
(平成20年12月期）

US$367.93/MT US$567.98/MT

前期
（平成21年３月期）

US$503.21/MT
 

 

(５)有利子負債残高（連結）          （単位：億円） 

借入金

社債

コマーシャル・ペーパー

その他

合　　計

- 40 △ 40 370

当第３四半期
(平成21年12月期）

前期
（平成21年３月期）

増減

2,511 2,111 399

8,067 8,528 △ 460

10,651 10,779 △ 127

73 99 △ 26 114

10,522

前第３四半期
(平成20年12月期）

7,775

2,262
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