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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 9,701 △10.6 693 △39.2 706 △33.7 401 △38.2
22年3月期第3四半期 10,857 △25.5 1,141 △47.8 1,064 △48.7 650 △45.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 25.16 ―
22年3月期第3四半期 40.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 19,504 9,017 46.2 564.76
22年3月期 19,833 8,704 43.9 545.08

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  9,017百万円 22年3月期  8,704百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
3.00 3.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,000 △10.6 550 △53.3 500 △53.0 280 △49.9 17.53



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 16,000,000株 22年3月期  16,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  33,641株 22年3月期  31,056株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,968,088株 22年3月期3Q  15,969,727株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、添付資料２ページ「１. 当四半期の業績等に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期におけるわが国経済は、一段の円高と諸経済対策の効果切れなどにより回復基調に変調をきたし始

めております。 

 世界経済においては、新興国頼みの状態が続いており、資源や穀物の値上がりの影響が懸念されるところです。

 海運・造船業界におきましては、新船の建造が進み船腹過剰感が強まってきており、特に海外では、資金不足や

円高も重なって商談の進みにくい状況が続いております。また、国内においても老齢船化が進んでいるため代替建

造需要はあるものの輸送実需からは限られたものになっております。 

このような企業環境のもと、当第３四半期累計期間の業績につきましては、受注高は前年同期比9.8％減の6,978百

万円となりました。売上高については、前年同期比10.6％減の9,701百万円となりました。このため、受注残高は

前年同期比28.5％減の6,955百万円となりました。 

 損益面につきましては、厳しい受注販売環境のもとで、資材価格の引き下げやコストダウン、経費削減に注力す

るとともに大物部材や外注加工の内製化を進めて操業度の低下を抑えてまいりましたが、営業利益は693百万円

（前年同期比39.2％減）、経常利益は706百万円（前年同期比33.7％減）、当期純利益は401百万円（前年同期比

38.2％減）となりました。 

 事業区分別では、主機関の売上高は、国内売上が減少し6,279百万円（前年同期比11.5％減）となりました。部

分品・修理工事も同様に3,422百万円（前年同期比9.1％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当四半期末の総資産は19,504百万円となり、前期末比329百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金

が増加したものの、たな卸資産及び有形固定資産が減少したことによるものであります。負債につきましては

10,486百万円となり、同642百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加があったものの、

前受金及び借入金の減少によるものであります。純資産につきましては、9,017百万円となり、同312百万円の増加

となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,530百万円となり、前会

計年度末と比較して62百万円の増加となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、1,783百万円（前年同期は300百万円の収入）となりました。これは主に、売上

債権の増加額789百万円があったものの、たな卸資産の減少額874百万円、及び税引前四半期純利益702百万円を確

保し、減価償却費608百万円を計上したことによるものであります。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、1,134百万円（前年同期は910百万円の使用）となりました。これは主に、定期

預金の払戻による収入500百万円があったものの、定期預金の預入による支出1,500百万円があったことによるもの

であります。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、585百万円（前年同期は580百万円の使用）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出436百万円があったことによるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期累計期間の実績は、利益面において通期の業績予想を上回っておりますが、変化の激しい経営環境の

中で、先行きの見通し難から、現時点では平成22年5月14日に公表いたしました通期業績予想の修正は行っており

ません。今後、修正の必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計期間末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。 

２.特有の会計処理 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。これにより、当第３四半期累計期間の税引前四半期純利益は、12百万円減少しております。 

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,280,212 1,517,218

受取手形及び売掛金 3,736,403 3,566,569

有価証券 310,492 10,473

製品 791,979 1,196,085

仕掛品 1,137,397 1,447,852

原材料及び貯蔵品 1,007,930 1,167,714

その他 229,526 371,304

貸倒引当金 △153,200 △161,200

流動資産合計 9,340,742 9,116,019

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,386,842 1,444,032

構築物（純額） 255,231 283,763

機械及び装置（純額） 1,605,449 2,032,109

車両運搬具（純額） 7,323 12,725

工具、器具及び備品（純額） 135,960 172,095

土地 5,817,871 5,817,871

建設仮勘定 32,105 7,420

有形固定資産合計 9,240,784 9,770,019

無形固定資産 32,710 30,246

投資その他の資産   

投資有価証券 526,388 539,342

その他 370,841 390,477

貸倒引当金 △7,400 △12,300

投資その他の資産合計 889,830 917,520

固定資産合計 10,163,325 10,717,786

資産合計 19,504,068 19,833,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,479,905 1,989,530

1年内返済予定の長期借入金 478,428 566,928

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

未払法人税等 129,499 3,230

前受金 1,315,438 1,943,726

賞与引当金 77,700 185,000

製品保証引当金 10,000 11,900

その他 736,387 705,703

流動負債合計 5,367,359 5,546,019
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 650,000 720,000

長期借入金 1,430,573 1,778,144

再評価に係る繰延税金負債 1,957,484 1,957,484

退職給付引当金 821,220 878,030

役員退職慰労引当金 71,500 70,000

その他 188,729 179,731

固定負債合計 5,119,507 5,583,389

負債合計 10,486,867 11,129,408

純資産の部   

株主資本   

資本金 800,000 800,000

資本剰余金 41,825 41,825

利益剰余金 5,217,603 4,895,699

自己株式 △9,577 △9,189

株主資本合計 6,049,851 5,728,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,997 115,709

土地再評価差額金 2,860,352 2,860,352

評価・換算差額等合計 2,967,349 2,976,061

純資産合計 9,017,200 8,704,397

負債純資産合計 19,504,068 19,833,806
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,857,157 9,701,968

売上原価 7,987,850 7,403,380

売上総利益 2,869,307 2,298,588

販売費及び一般管理費 1,727,731 1,604,833

営業利益 1,141,575 693,754

営業外収益   

受取利息 9,504 1,661

受取配当金 2,807 3,888

補助金収入 8,960 －

受取補償金 62,110 31,556

その他 10,065 12,711

営業外収益合計 93,447 49,817

営業外費用   

支払利息 42,840 31,615

退職給付費用 122,400 －

その他 5,114 5,813

営業外費用合計 170,354 37,428

経常利益 1,064,668 706,143

特別利益   

貸倒引当金戻入額 61,772 9,071

製品保証引当金戻入額 6,500 1,900

特別利益合計 68,272 10,971

特別損失   

固定資産処分損 20,387 2,196

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,170

特別損失合計 20,387 14,366

税引前四半期純利益 1,112,553 702,748

法人税等 462,000 301,000

四半期純利益 650,553 401,748
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,112,553 702,748

減価償却費 617,643 608,681

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,470 △107,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101,578 △56,810

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,600 1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,263 △12,900

受取利息及び受取配当金 △12,312 △5,550

支払利息 42,840 31,615

固定資産処分損益（△は益） 20,387 2,196

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,170

売上債権の増減額（△は増加） △122,068 △789,724

たな卸資産の増減額（△は増加） 355,317 874,345

仕入債務の増減額（△は減少） △1,239,150 490,375

その他 25,057 237,079

小計 777,041 1,988,426

利息及び配当金の受取額 19,075 12,276

利息の支払額 △44,690 △28,176

法人税等の支払額 △1,051,973 △189,523

営業活動によるキャッシュ・フロー △300,545 1,783,003

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △800,000 △1,500,000

定期預金の払戻による収入 1,500,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △1,610,952 △134,877

有形固定資産の売却による収入 1,300 3,592

無形固定資産の取得による支出 △2,475 △8,076

投資有価証券の取得による支出 △1,651 △1,720

その他 3,361 6,810

投資活動によるキャッシュ・フロー △910,417 △1,134,270

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,500,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,899,471 △436,071

社債の償還による支出 △70,000 △70,000

自己株式の取得による支出 △13 △387

配当金の支払額 △110,857 △79,279

財務活動によるキャッシュ・フロー △580,342 △585,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,791,306 62,994

現金及び現金同等物の期首残高 3,163,888 1,467,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,372,582 1,530,212
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

（ⅰ）受注の状況 （単位　百万円：未満切捨）

主 機 関 3,970 (51.3%) 3,556 (51.0%) 5,460 (53.3%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 3,763 (48.7%) 3,422 (49.0%) 4,790 (46.7%)

7,733 (100.0%) 6,978 (100.0%) 10,251 (100.0%)

主 機 関 9,729 (100.0%) 6,955 (100.0%) 9,679 (100.0%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 - ( - ) - ( - ) - ( - ) 

9,729 (100.0%) 6,955 (100.0%) 9,679 (100.0%)

（ⅱ）販売の状況

7,094 (65.3%) 6,279 (64.7%) 8,634 (64.3%)

3,763 (34.7%) 3,422 (35.3%) 4,790 (35.7%)

10,857 (100.0%) 9,701 (100.0%) 13,425 (100.0%)

(2,605) (24.0%) (3,028) (31.2%) (3,475) (25.9%)（うち輸出分）

主 機 関

部 分 品 ・ 修 理 工 事

合　　　計

(参考)前期

当四半期（累計）前年同四半期（累計） (参考)前期

当四半期（累計）前年同四半期（累計）

平成21. 4. 1 から

平成21.12.31 まで

平成22. 4. 1 から

平成22.12.31 まで

受
 
注
 
残
 
高

合　　　計

合　　　計

受
　
注
　
高

平成21. 4. 1 から

平成22. 3.31 まで

区　　　分 平成21. 4. 1 から 平成22. 4. 1 から 平成21. 4. 1 から

平成21.12.31 まで 平成22.12.31 まで 平成22. 3.31 まで

区　　　分
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