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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、この度、2013年３月期から2015年３月期までの３ヶ年における新中期経営計画を作成いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

Ⅰ．新中期経営計画策定に至る経緯 

 

当社グループは、創業以来、専用船事業の安定性と不定期船事業の積極性とのバランスをとりながら、中規模の海

運業者として営業展開してまいりました。そのような中、当社グループは、2000 年に策定した『DASH21』計画によ

り、グループ挙げての合理化を行い、また、2000 年代前半から始まった中国経済の急成長に伴う海運好況下におい

ては、収入増による財務体質の健全化を果たしたことから、2006年には、中期経営計画『Daiichi Vision 2010』を

策定・発表し、拡大路線に転換いたしました。 

 

その結果、2007 年度には史上 高益を計上しましたが、2008 年度のリーマンショックに伴い海運市況が暴落した

結果、好況時に契約した用船契約の用船料が大幅な逆ザヤとなり、当社の財務体質を大幅に悪化させることとなりま

した。その後、2009 年度に競争力のある自社船を売却し、その売却資金を使用して高コスト用船の用船契約を解約

することによって、2010年度には再び黒字化を達成することができました。 

 

しかしながら、リーマンショック以降の市況下落時に、船価低下の状況を睨みながら、船舶投資を積極化し保有船

隊の拡大を図ろうとしたところ、2010 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、未曾有の長期的海運市況低迷に突入し、これに円高及び燃料高が重なりました。その結果、当

社グループは、市況の悪化による用船料の逆ザヤ等による損益の悪化、及び資金調達先未定の新造船に対する資金負

担増によるキャッシュフローの悪化により、資金繰り及び財務基盤の双方の面において、市況が回復するまでの間、

自社のみの力によって安定的に事業を継続することが困難な状況となりました。 

 

そこで、当社グループは、①筆頭株主、主要金融機関、船主・造船所等の取引先からご協力を得られることを前提

として、資金を確保するととも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、②長期的には、拡大し過ぎ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と構造

改革を進めるための中期経営計画を策定し、実行することを決定いたしました。 

 

会 社 名 第一中央汽船株式会社 
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問 合 せ 先 企画グループ長 加藤 正 
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II．新中期経営計画の骨子 

 

（1）資金繰り及び財務基盤を安定させ、2013年度黒字化施策を実行 

筆頭株主、主要金融機関、船主・造船所等の取引先からの支援によって資金繰りを安定させ、資本増強を行う

ことで、収支改善対策の実行を可能にし、2013年度の黒字化を目指します。 

 

（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に改革 

リーマンショック後の船価下落局面において船隊整備を加速させたことは、船隊規模を拡大させた分、フリー

船比率も拡大させ、市況低迷が続くことによって、安定収益を確保できる長期契約の利益を大きく上回る損失を

発生させました。今後は、当社にとって適正な船隊規模に回帰し、フリー船比率を引き下げること、貨物需要の

着実な成長が見込める中小型船の比率を高めることにより、長期的に安定して利益を確保できる体質へと転換い

たします。 

 

III．新中期経営計画の具体的施策 

 

（1）資金繰り及び財務基盤を安定させ、2013年度黒字化施策を実行 

① 収支改善施策 

用船料繰延、用船契約解約、一般管理費削減、償却年数変更等により、2014 年度までに約 130 億円の経常

損益改善効果を見込んでおります。 

a) 用船料繰延：取引関係のある船主に対し用船料減額による支援を要請します。 

b) 用船契約解約：高コスト船約20隻の用船契約を解約します。 

c) 一般管理費削減：年間一般管理費の１割削減を目標に不断の努力を行っております。 

・役員報酬の返上 

・本社役員による子会社役員兼務 

・従業員の臨時手当・給与削減 

・福利厚生施設の閉鎖 

・交際費/各種パーティ費用の削減 

・オフィス賃料削減 

d) 燃料費の削減：減速運航をさらに強化し、より一層の燃料消費量削減を目指します。 

e) 船費の削減：船用品や潤滑油の購入方法の見直し等により、引き続きさらなる削減を目指します。 

f) 償却年数変更による費用削減 

   

② キャッシュフロー改善施策 

コスト削減による営業キャッシュフローの改善に加えて、資産売却や、筆頭株主、主要金融機関、船主・造

船所等の取引先からの支援により、キャッシュフローを確保いたします。 

 

a) 資産売却等によるキャッシュフロー改善策 

当社は、2011～2012 年度にかけて、船舶・有価証券・ゴルフ会員権の売却を行ってきましたが、さら

に船主未定船処分を行うことで、キャッシュフロー改善を行う計画です。 

 

b) 筆頭株主、主要金融機関、船主・造船所等の取引先からの支援によるキャッシュフローの確保 

筆頭株主、主要金融機関、船主・造船所等の取引先からのご支援によって資金繰りを安定させるととも

に、資本増強によって、前記①の収支改善施策に耐え得る財務基盤を確保いたします。なお、当社は、本

日発表いたしました「第三者割当による種類株式発行及び定款の一部変更に関するお知らせ」記載のとお

り、当社筆頭株主である株式会社商船三井に対し、第三者割当により総額150億円のA種種類株式を発行

することを決議いたしました。詳細は上記「第三者割当による種類株式発行及び定款の一部変更に関する

お知らせ」をご覧ください。 
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(2）適正な船隊規模への回帰で安定利益を生む構造に変革 

① 事業戦略 

a) 市況リスクの低減 

・適正規模への船隊縮小 

2011年度末に239隻だった運航規模を、2020年度末には自然減に加えて市況回復時の売船・用船契

約の解約を行うことで167隻体制を目指します。 

 

・市況リスクの小さい小型船型へのシフトウェイト 

2020年度にかけて、下記のとおり船隊ポートフォリオを変更いたします。 

2011年度末実績：大型船型(30%)、中型船型(33%)、近海(21%)、内航(15%)、他(1%) 

2020年度末目標：大型船型(12%)、中型船型(43%)、近海(24%)、内航(21%) 

なお、Capesize及びPanamaxについては、フリー船比率をそれぞれ2012年度見込みの20%及

び70%から、2020年度までに0%まで削減することを目指します。 

 

・中長期かつ運賃固定の貨物契約比率の増加による収益の安定化 

幅広い営業活動を展開し、中長期かつ運賃固定の貨物契約の増加を目指します。 

 

今後の期末隻数の推移（隻） 

  期末隻数の推移 

(年度) 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2020 

  (実績) (実績) (実績)        （ご参考）

タンカー 2 2 2 1 1 1  0

自動車船 2 2 1 0 0 0  0

Capesize 9 19 23 27 29 27 10

Panamax(※) 30 39 50 46 38 34 12

Handymax 19 21 27 29 30 26 

 

25

Handysize 23 28 51 58 56 58  45

近海船 38 47 50 44 40 40  40

内航船 38 37 35 35 35 35  35

合計 161 195 239 240 229 221  167

(※)Over PanamaxはPanamaxに含む。 
 

b) 事業再編・明確化 

・ドライバルクへの特化  

当社グループは、2012年度に外航自動車船事業から撤退しております。同年度内に外航タンカー事

業からも撤退する予定です。 

・近海部門の整理及び再編 

・内航部門の整理及び再編 

・関係会社の間接部門業務のアウトソーシング 
 

② 船型別ビジョン 

a) Handymax (４～７万重量トン） 

主な活動水域は東南アジア、オセアニア、インドで、主な貨物は石炭、鉄鉱石、ボーキサイト、ニッケル

等です。荷役設備が十分整っていない港をターゲットとして、グラブ付きの船を使い、これまで培ってきた

運航ノウハウを活かし、メインの水域・カーゴ以外にも営業を展開していく計画です。 

シンガポール、ムンバイ、ブリスベンのローカルスタッフ中心の営業拠点を強化し、成長が見込まれる東

南アジアの荷主のニーズに応えて、この船型では質・量ともにトップクラスのオペレーターを目指します。 
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b) Handysize(２～４万重量トン） 

主な活動水域は従来からの日本～北米間の往復航路と南北米州域内の航路で、主な貨物は鋼材、材木、穀

物、肥料、非鉄、鋼材等です。これまでの付加価値の高い貨物運送実績による質の高い運航ノウハウを活か

してまいります。 

(ⅰ) 1970年の設立以来、ローカルスタッフと共に実績を積み上げてきたニューヨーク拠点、(ⅱ) 20,000

トンから40,000 トンまでのバラエティに富んだ船型構成、(ⅲ) 2012 年に設立したサンパウロの拠点等の

特徴を活かし、成長が見込まれる米州の荷主のニーズに応えて、この船型では質・量ともにトップクラスの

オペレーターを目指します。 

 

c) Capesize（15万重量トン以上） 

従来は鉄鋼会社向けの専用船としての船型でしたが、近年不定期船としての利用が増えており、当社もこ

れに対応し、本船型について貨物未定の船腹を増やしてまいりました。 

今後もグローバル化に対応して、水域としては、世界各国の顧客への営業拡大を目指しておりますが、新

日鐵住金株式会社の貨物を代表とする、長期貨物契約獲得を主な活動方針とし、これに見合った船腹のみを

整備していく方針に転換しております。 

 

d) Over Panamax/Panamax（７～12万重量トン） 

当社においては、主に国内の電力会社の需要に対応すべくこの船型を整備してきました。特に Panamax

は市場での手当てが容易であることから、荷主の拡大したニーズに応えるために必要以上に長期用船を増や

し、市況リスクを抱えることになりました。 

今後は原点に戻り、長期的な関係のある荷主の需要に応える「オペレーター」としての Over 

Panamax/Panamax船隊に特化することで、極力市況リスクを低減する方針です。 

 

e) 近海船（～２万重量トン） 
主な活動水域は日本～東南アジア・ロシア・中国の航路で、主な貨物は石炭、セメント、鋼材、木材製品、

材木、雑貨等です。Handysize同様に付加価値の高い貨物運送実績による質の高い運航ノウハウと、近海大

手としての船隊規模・人的ネットワークを活かすことで、日本発着航路に限らず、インターアジア航路にも

積極的に営業展開し、成長の見込まれる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と

してさらなる高みを目指します。 

 

f) 内航船 

長年培ってきた石灰石、セメント輸送におけるノウハウを活かし、石炭、石炭灰輸送の専用船事業の拡大

や、内航に拘らない近海水域での特殊船の拡大を目指し、トップクラスの内航オペレーターとしてさらなる

高みを目指します。 

 

g) 外航タンカー 

2012年度内に売船等により撤退予定（LPG船は所有のみ。船舶管理からは撤退）。 

 

h) 外航自動車船 

2012年度に売船による撤退完了。 

 
③ 長期的安定利益の確保 

a) 今後の市況についての考え方 

残念ながら、足元の市況環境は過去に類を見ない程、低迷が続いておりますが、今後は、各国での政権交

代が終わり、景気対策が本格化することにより、徐々にあるべき姿に戻っていくものと考えられます。一方、

中長期的には、今後は、東南アジア、米州（北米・中米・南米）の成長が期待されており、海運マーケット

を牽引すると考えております。中国、インドについても、成長は鈍化しているものの、調整期間を経て、従
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来ほどの急成長ではないとしても、復調すると考えております。 

他方、2013 年以降の新造船の竣工隻数が漸減傾向にあること、環境・安全面等の各種規制が厳しくなる

ことで船舶の解撤が進むであろうことなどから、船腹量増加には歯止めがかかると考えております。特に、

老朽船の多いHandy sizeについては、上記の規制から生ずる追加コストにより解撤化が加速すると予測し

ております。 

また、東南アジア、中南米等、急成長が見込まれる地域では、港湾の荷役設備が整備されるまでは、中小

型船型の需要が増えるものと考えております。 

現在比較的低調な大型船需要に関しては、2014 年に予定されているパナマ運河拡張により、一定程度の

回復を見込んでおります。 

      

b) 当社の対応 

当中期経営計画でお示ししている事業戦略を着実に実行し、適正規模への船隊縮小や小型船型へのシフト

ウェイトによって市況リスクの低減を図るとともに、営業展開する水域の拡大による貨物契約の増加によっ

て収入確保に取り組みます。また、船隊のリプレースも適切なタイミングに行い、全体的な船舶コストの削

減を図ります。 
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IV. 業績計画 

 

業績計画 

     (億円)

 2012年度 2013年度 2014年度   
2020年度 

（ご参考） 

売上高 1,450 1,530 1,580   1,570

営業損益 ▲ 160 40 50   70

経常損益 ▲ 190 10 30   50

当期損益 ▲ 330 10 30   50

為替前提（円/ドル） ¥79 ¥80 ¥80   ¥80

燃料前提（バンカー、ドル/トン） $690 $650 $650   $650 

Capesize(※1) $7,500 $14,500 $16,000   $25,000 

Panamax(※1) $8,000 $12,500 $15,000   $19,000 

Handymax(※1) $8,500 $12,000 $14,000   $17,000 

Handysize(※1) $7,500 $10,500 $13,000   $13,000 

Baltic Dry Index(指標) 1,010 1,480 1,735   2,214 

船隊規模 240隻 229隻 221隻   167隻

(4船型(※2)) (160隻) (153隻) (145隻)   (92隻)

(※1)用船料市況。Over PanamaxはPanamaxに含む。 

(※2) Over Panamaxは4船型に含む。 

 

V. 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  

 船舶の安全運航を徹底し、地球環境の保全に努める 


