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中期経営計画に関するお知らせ 

 

当社グループは、平成 24 年 11 月 30 日に、安定利益を生む事業構造へと改革することを骨子とする中期経

営計画を発表いたしました。（以下、前回中期経営計画といいます。） 

この計画にありますように、各種コスト削減及び船舶等の資産売却を行う一方で筆頭株主や主要取引先によ

るＡ種株式の引受け、金融機関からの融資、船主・造船所等の主要取引先からの融資及び用船料・船価の支払

い繰り延べ等の支援をいただくことで資本増強・資金確保を行い、高コスト用船の解約等の合理化も行いまし

た。 

このような状況の中、平成 25 年 7 月 31 日付「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。 

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、前回中期経営計画の想定と比較すると、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、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、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いたしました。 

そこで、当社グループは本日別途発表の「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

ますように資本増強を行うことで、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、これまで実行してきたコスト削減策を継続し、市況リスク低減を行って、安定的な利益を生み出すべく、

平成 24 年 11 月以降現在までの情勢変化の影響も織り込んだ上で、前回中期経営計画の目標を受け継ぐ新た

な中期経営計画を策定し、事業構造改革の進捗状況とともに発表いたします。 

以上 
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新新中期経営計画策定の背景中期経営計画策定の背景新新中期経営計画策定の背景中期経営計画策定の背景
当社グループは、2012年11月30日に、安定利益を生む事業構造へと改革することを骨子
とする中期経営計画を発表しました。また、筆頭株主等による資本増強や主要金融機関、
主要取引先である船主・造船所等のご支援を頂き 着実に施策を実行してまいりました主要取引先である船主・造船所等のご支援を頂き、着実に施策を実行してまいりました。
これにより、当社グループの競争力は高まっており、海運市況もコストを基準とする正常
なレベルに回復する傾向にあります。

しかし、2013年7月30日、オーシャン・ビクトリー号訴訟の第一審敗訴が言い渡され、当
社は判決内容に基づき、訴訟損失引当金 59億37百万円を計上いたしました。また、海運
市況も回復傾向にありますが、前回中期経営計画の想定と比較すると、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 資本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、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、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
欠であると判断いたしました。

そこで、当社グループは本日別途発表の「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 資本増強により財務基盤を固めること準備金の額の減少のお知らせ」にありますように、資本増強により財務基盤を固めること
によってこれまで実行してきたコスト削減策及び市況リスク低減を一層進め、早期の黒字
化と安定的な利益の創出を達成すべく、前回中期経営計画の目標を受け継ぐ新たな中期経
営計画を策定し、事業構造改革の進捗とともに発表いたします。
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20122012年年1111月中期経営計画策定までの経緯月中期経営計画策定までの経緯20122012年年1111月中期経営計画策定までの経緯月中期経営計画策定までの経緯

 2006年度 『 Daiichi Vision 2010 』拡大路線に転換
年度 去 高益達成

(億円)

 2007年度 過去 高益達成
 2008年度 リーマンショックに伴い海運市況暴落

財務体質が大幅に悪化

リーマン
ショック  2009年度 高コスト用船の解約実施

 2010年度 再び黒字化
 船価低下の状況を睨みながら、再び船隊拡大

未曾有の長期海運市況低迷

船隊拡大
過去 高益達成

再び船隊拡大
海運市況低迷

未曾有の長期海運市況低迷
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資金繰り及び財務基盤の両面で、安定的な事業継続困難に



20122012年年1111月中期経営計画月中期経営計画20122012年年1111月中期経営計画月中期経営計画

 資本増強と運転資金確保
 コスト削減
 適正な船隊規模への回帰

 資本増強と運転資金確保
 コスト削減
 適正な船隊規模への回帰 適正な船隊規模への回帰
 事業再編
 適正な船隊規模への回帰
 事業再編

①資本増強と運転資金確保
自 保有船 売船・自社保有船の売船

・種類株式発行による資本増強と資金調達
・社債発行及び長期運転資金の借入
・用船料、建造船価支払の繰延

②コスト削減
・高コスト船約20隻の用船契約の解約
・一般管理費削減：役員報酬返上、従業員給与削減

燃料費削減 減速運航を徹底 強化 燃料消費量を削減・燃料費削減：減速運航を徹底・強化し、燃料消費量を削減
・償却年数変更：一部船舶の償却年数を変更することにより、費用を削減

③適正な船隊規模への回帰
自然減及び用船解約 よる船隊縮小・自然減及び用船解約による船隊縮小

④事業再編
・近海不定期船事業・内航事業の整理・再編
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オ シャン ビクトリ 号訴訟オ シャン ビクトリ 号訴訟 第 審判決第 審判決オーシャン・ビクトリー号訴訟オーシャン・ビクトリー号訴訟 第一審判決第一審判決

2006年10月24日
China National Chartering Co.Ltd.から一航海限りで定期傭船した

訴訟提起までの経緯

2006年10月24日
貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が荷揚港の鹿島港外にて坐礁

2006年12月27日 「オーシャン・ビクトリー」号 全損

China National Chartering Co Ltd が 定期傭船者である当社に対し
2010年6月21日

China National Chartering Co.Ltd.が、定期傭船者である当社に対し
て、定期傭船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行
があると主張、同船の全損に係わる損害賠償請求を求めて訴訟を提起

当社に対し 損害賠償金約137 6百万米ドル及びこれに対する金利約29
判決の概要 2013年7月30日

当社に対し、損害賠償金約137.6百万米ドル及びこれに対する金利約29
百万米ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる

業績への影響 判決内容に基づき、訴訟損失引当金として、59億37百万円を計上(2013年度第一四半期）業績 の影響 判決 容 、訴訟損失引当 、 億 百 を計 ( 年度第 半期）

今後の見通し
英国控訴院により、控訴が認められており、控訴審においては、改めて当社の主張の正当性
を訴えると共に、本判決の不当性を主張し、争っていく
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20122012年年1111月中期経営計画の進捗状況月中期経営計画の進捗状況20122012年年1111月中期経営計画の進捗状況月中期経営計画の進捗状況
１．当初計画と実績の比較

中小型船の用船市況低迷
復

【連結】2012年11月
中期経営計画 2012年度 2013年度 【連結】実績・見込 2012年度 2013年度

(市況回復の遅れ)

号訴訟損失引当

（億円） （億円） （実績） （見込）

売上高 1,450 1,530 売上高 1,405 1,660

営業利益 ▲ 160 40 営業利益 ▲ 184 ▲ 70

経常利益 ▲ 190 10 経常利益 ▲ 186 ▲ 90

当期純利益 ▲ 330 10 当期純利益 ▲ 320 ▲ 160

為替円安

OV号訴訟損失引当
当期純利益 ▲ 330 10 当期純利益 ▲ 320 ▲ 160

想定為替レート (／US$) ¥79 ¥80 期中平均為替レート (／US$) ¥82.46 ¥100.00 

燃料油価格 京浜180cst(/MT) $690 $650 燃料油価格 京浜180cst(/MT) $687.54 $650.00 

Cape Size用船料(／日) $7,500 $14,500 Cape Size用船料(／日) $7,510 $16,100 

Panamax用船料(／日) $8,000 $12,500 Panamax用船料(／日) $6,942 $10,000 

Handymax用船料(／日) $8 500 $12 000 Handymax用船料(／日) $7 636 $9 200

２．半期経常利益（連結）の推移 2011年度～2013年度

Handymax用船料(／日) $8,500 $12,000 Handymax用船料(／日) $7,636 $9,200 

Handy Size用船料(／日) $7,500 $10,500 Handy Size用船料(／日) $7,016 $7,600 
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新新中期経営計画中期経営計画

 さらなる資本増強
 市況リスクの低減
 コスト削減策の強化 継続

 さらなる資本増強
 市況リスクの低減
 コスト削減策の強化 継続 コスト削減策の強化、継続
 事業再編
 コスト削減策の強化、継続
 事業再編

具体的施策

さらなる資本増強 別途発表資料の通り、種類株発行により８５億円を調達

市況リスクの低減
市況回復時に貨物契約、貸船契約を獲得(中期／長期を含む)
自然減及び用船解約による船隊縮小

①減速運航による燃料消費量削減の継続

コスト削減

①減速運航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・潤滑油等の船費削減の継続
④港費等の運航費削減の継続

事業再編 近海不定期船事業を、2014年4月1日付で完全子会社である第一中央近海に集約
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新新33ヵ年計画ヵ年計画(2014(2014～～20162016年度年度))〈〈連結連結〉〉

　　　　(億円)

上期 下期 通期

売上高 1,660 872 860 1,732 1,664 1,627

年度 2013年度見込
2014年度計画

2015年度計画 2016年度計画

営業利益 ▲ 70 23 41 64 87 106

経常利益 ▲ 90 7 26 33 55 76

当期純利益 ▲ 160 5 27 32 49 68

連
結

為替(／US$) ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100 ¥100

燃料油価格 京浜180cst(／MT) $650 $670 $670 $670 $670 $670

Cape Size 用船料(／日) $16 100 $22 000 $24 000 $23 000 $25 000 $25 000前 Cape Size 用船料(／日) $16,100 $22,000 $24,000 $23,000 $25,000 $25,000

Panamax 用船料(／日) $10,000 $13,000 $14,000 $13,500 $15,000 $17,000

Handymax 用船料(／日) $9,200 $12,500 $12,500 $12,500 $13,000 $14,000

H d Si 用船料(／日) $7 600 $9 000 $11 000 $10 000 $11 000 $11 000

前
提

Handy Size 用船料(／日) $7,600 $9,000 $11,000 $10,000 $11,000 $11,000

(※) 上記計画は、当社が現時点において合理的と判断する一定の前提に基づいております。
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資本増強資本増強資本増強資本増強

オーシャン・ビクトリー号の訴訟リスクに備えるため、金融投資家２社及び当社取引先数社を引
受先とする 総額85億円の種類株発行により 自己資本を増強
オーシャン・ビクトリー号の訴訟リスクに備えるため、金融投資家２社及び当社取引先数社を引
受先とする 総額85億円の種類株発行により 自己資本を増強

期末連結純資産の推移期末連結純資産の推移

受先とする、総額85億円の種類株発行により、自己資本を増強。受先とする、総額85億円の種類株発行により、自己資本を増強。

期末連結純資産 推移期末連結純資産 推移
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船型別ビジョン船型別ビジョン

・適正規模への船隊縮小・適正規模への船隊縮小適 規模 船隊縮適 規模 船隊縮
・小型船型へのシフトウェイト・小型船型へのシフトウェイト
・中長期・運賃固定契約の獲得・中長期・運賃固定契約の獲得

【Capesize (15万トン重量トン以上）】
水域としては、世界各国の顧客への営業拡大を
目指すが、新日鐵住金株式会社の貨物を代表と
する長期貨物契約を獲得し、市況リスク低減を
目指す。

【Handysize（2～4万重量トン】
アジア-米州及び米州域内の航路において、海外
拠点及びバラエティに富んだ船型構成等の特長を
活かし、荷主のニーズに応える。

目指す。

【Over Panamax / Panamax（7～12万重量トン】
国内電力会社他、長期的な関係のある荷主の需要

【近海船（～2万重量トン）】
第一中央近海への事業集約により、効率化。
近海大手としての船隊規模・人的ネットワークを国 電 社他、長期 関係 あ 荷 需要

に応える「オペレーター」に特化し、市況リスクを低減。
近海大手 船隊規模 人的ネッ クを
活かすことで、東南アジア水域を中心として、
トップクラスの近海オペレーターを目指す。

【内航】
専用船事業の更なる拡大と、内航に拘らない
近海水域での特殊船の拡大により、
競争力強化を目指す。

【Handymax（4～7万重量トン）】
海外拠点の営業力を生かし、成長が見込まれる
東南アジアの荷主のニーズに応えて、質・量とも
にトップクラスのオペレーターを目指す。
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管 部 ビジ管 部 ビジ管理部門ビジョン管理部門ビジョン

【企画・グループ会社】
☆競争力のある船隊整備
☆効率的なグル プ経営の徹底

【総務・人事(海・陸)】
☆CSRの実践
☆経営コストの適正化の追求☆効率的なグループ経営の徹底

☆本計画の完全達成に向けた
全グループの総括・フォロー

☆経営コストの適正化の追求
☆グローバルな人材の確保と育成
☆海事技術者の安定確保と技能の向上

【船舶(海務・工務)】【船舶(海務 工務)】
☆安全運航の徹底
☆環境保全活動の推進
☆営業サポート体制の強化
☆船舶管理体制の強化及び効率化

【財務(財務・経理)】
☆株主価値の向上
☆有利子負債の抑制
☆IFRSへの対応 ☆船舶管理体制の強化及び効率化

☆良質な外国人船員の安定確保と育成強化

☆IFRSへの対応
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2013年9月末
運航規模

2014年度 2015年度 2016年度 2020年度

2012.11
計画時

新計画 新計画 新計画 (2012 11計画時)
計画時

新計画 新計画 新計画 (2012.11計画時)

タンカー 1隻 (1隻) 1隻 1隻 1隻 0隻

C Si 34隻 (27隻) 31隻 30隻 30隻 10隻Cape Size 34隻 (27隻) 31隻 30隻 30隻 10隻

Panamax(※) 27隻 (34隻) 32隻 30隻 28隻 12隻

Handymax 31隻 (26隻) 28隻 24隻 22隻 25隻

Small Handy 55隻 (58隻) 51隻 50隻 47隻 45隻

近海船 46隻 (40隻) 40隻 40隻 40隻 40隻

内航船 35隻 (35隻) 35隻 35隻 35隻 35隻

合計 229隻 (221隻) 218隻 210隻 203隻 167隻

(※)Over Panamaxを含む。
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経営理念経営理念

★顧客のニーズを追求した付加価値の高いサービスを提供し顧客と
ともに発展する

★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★個 力を高め、それを結集する より、企業力 強化 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
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