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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 3,972 ― 576 ― 579 ― 369 ―

20年3月期第1四半期 3,418 10.7 464 153.0 449 163.9 267 119.1

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

21年3月期第1四半期 24.11 ―

20年3月期第1四半期 17.45 ―

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

21年3月期第1四半期 17,553 7,227 41.2 471.90
20年3月期 17,724 7,010 39.6 457.71

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,227百万円 20年3月期  7,010百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 8,800 ― 600 ― 550 ― 320 ― 20.89
通期 17,400 7.3 1,100 △32.3 1,050 △34.0 600 △37.8 39.17

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）  無  

(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  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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（四半期連結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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月16日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  15,400,000株 20年3月期  15,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  84,760株 20年3月期  83,369株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  15,315,935株 20年3月期第1四半期  15,337,665株
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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１四半期における国内経済は米国発のサブプライムローン問題による世界経済の減速、原

油・素材・穀物価格の高騰、急激な円高進行等により先行きの不透明感が強まる状況となりました。

一方、海運・造船関連業界は、前期までの高水準な受注残高を背景に新造船の生産高は堅調に推移

いたしました。 

これらの状況を受けて、当社グループが関連する舶用工業製品市場においても受注は順調で、舶

用ディーゼルエンジンを主とした全体の売上高は 3,972 百万円（前年同期比 16.2％増）となりまし

た。また、原材料・購入品の価格上昇が更に厳しく継続する中で、販売価格の改善・収益性の高い

部分品や修理工事の売上増加など営業活動での成果もあって、利益面においても、経常利益 579 百

万円（前年同期比 28.9％増）、四半期純利益 369 百万円（前年同期比 38.0％増）となり当初予想を

上回る成績となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は 17,553 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 171 百万円減少いたし

ました。主な要因は、減価償却に伴う有形固定資産の減少（145 百万円）によるものです。 

当第１四半期末の負債合計は 10,325 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 388 百万円減少いた

しました。主な要因は、確定納税による未払法人税等の減少（284 百万円）、夏季賞与支払による賞

与引当金の減少（155 百万円）等によるものです。 

当第１四半期末の純資産の部は 7,227 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 216 百万円増加い

たしました。主な要因は、当四半期純利益（369 百万円）、配当金の支払い（122 百万円）等による

ものです。この結果、当第 1 四半期末における自己資本比率は 41.2％となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期においては売上高は概ね計画通りに推移しておりますが、収益性の高い部分品や修

理工事の売上増加に伴って、収益面では当初予想を上回る成績となりました。 

しかしながら、今後の原材料・購入品価格の高騰による影響、第２四半期以降の新機種への取組

み等による採算性の低下等、不透明な状況がありますので、平成 20 年５月 16 日に公表いたしまし

た業績予想の修正は行っておりません。 

なお、第２四半期以降の精緻な業績予想につきましては、現在見直しを進めております。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(２) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

実地棚卸を省略し、前連結会計年度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。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかな

ものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 原価差異の配賦方法 

原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦方法については年度決算と比較して簡便な方法で実

施しております。 
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③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

年度中の取得、除却等の見積もりを考慮した予算を策定しており、これに基づいた年間予定

償却額を期間按分して算定する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 

法人税等の算定に関しては、四半期会計期間を含む年度の税金等調整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もり、税金等調整前四半期純利益(累計期間)に当

該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。なお、子会社は前連結会計年度の実

際実効税率を用いて計算しております。 

 

(３) 四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

◎当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

◎棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用された

ことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 42 百万円減少し

ております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,171,816 2,563,786

受取手形及び売掛金 5,272,538 5,520,415

有価証券 300,000 300,000

製品 248,488 331,619

原材料及び貯蔵品 628,994 529,806

仕掛品 3,236,268 2,713,844

その他 342,842 225,363

貸倒引当金 △18,600 △34,548

流動資産合計 12,182,348 12,150,287

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,761,587 1,791,442

その他（純額） 2,203,370 2,319,212

有形固定資産合計 3,964,957 4,110,654

無形固定資産 54,007 56,621

投資その他の資産   

その他 1,394,384 1,449,539

貸倒引当金 △42,552 △42,424

投資その他の資産合計 1,351,832 1,407,115

固定資産合計 5,370,797 5,574,391

資産合計 17,553,145 17,724,679

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,908,447 3,823,572

短期借入金 1,613,882 1,542,432

未払法人税等 250,642 535,073

引当金 184,022 343,231

その他 2,122,899 2,138,152

流動負債合計 8,079,893 8,382,461

固定負債   

社債 334,000 374,000

長期借入金 1,185,729 1,200,047

退職給付引当金 368,262 381,917

役員退職慰労引当金 118,266 115,353

その他 239,737 260,286

固定負債合計 2,245,995 2,331,605

負債合計 10,325,888 10,714,066
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,510,000 1,510,000

資本剰余金 926,528 926,528

利益剰余金 4,542,706 4,295,905

自己株式 △28,964 △28,189

株主資本合計 6,950,271 6,704,244

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 276,985 306,367

評価・換算差額等合計 276,985 306,367

純資産合計 7,227,256 7,010,612

負債純資産合計 17,553,145 17,724,679
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,972,848

売上原価 2,952,137

売上総利益 1,020,710

販売費及び一般管理費 443,752

営業利益 576,958

営業外収益  

受取利息 952

受取配当金 9,454

金属屑売却益 13,504

その他 2,802

営業外収益合計 26,713

営業外費用  

支払利息 19,845

その他 4,233

営業外費用合計 24,078

経常利益 579,593

特別利益  

投資有価証券売却益 22,433

貸倒引当金戻入額 12,093

特別利益合計 34,526

特別損失  

ゴルフ会員権売却損 50

特別損失合計 50

税金等調整前四半期純利益 614,069

法人税等合計 244,735

四半期純利益 369,334
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 614,069

減価償却費 162,743

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,820

受取利息及び受取配当金 △10,406

支払利息及び手形売却損 22,880

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △22,433

売上債権の増減額（△は増加） △266,858

割引手形の増減額（△は減少） 514,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △538,480

その他の資産の増減額（△は増加） △130,225

仕入債務の増減額（△は減少） 84,875

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,010

その他の引当金の増減額（△は減少） △169,951

その他の負債の増減額（△は減少） △119,225

小計 100,892

利息及び配当金の受取額 10,406

利息の支払額 △18,567

法人税等の支払額 △522,124

営業活動によるキャッシュ・フロー △429,393

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 △32,500

定期預金の払戻による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △12,179

無形固定資産の取得による支出 △2,200

投資有価証券の取得による支出 △567

投資有価証券の売却による収入 29,400

貸付けによる支出 △850

貸付金の回収による収入 3,507

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5,721

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,331

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 102,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △144,868

社債の償還による支出 △40,000

自己株式の取得による支出 △774

配当金の支払額 △1,764

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △394,470

現金及び現金同等物の期首残高 2,289,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,895,316
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 
(４) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項なし 

 

(５) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年６月 30 日）   単位：千円 

 
内燃機関関連
事業 

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 3,814,118 158,730 3,972,848 ― 3,972,848

営業利益 733,037 296 733,333 (156,375) 576,958

（注）「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号)」を当第１四半期連結累計期間

から適用し、評価基準については主として個別法による原価法から主として個別法による原

価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しており

ます。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業費用

は、内燃機関関連事業が 42 百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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６．その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

(１) 生産実績 

当第１四半期の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

内燃機関関連事業（千円） 3,730,934 

その他の事業（千円） 158,730 

合計（千円） 3,889,664 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(２) 受注状況 

当第１四半期における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円） 

内燃機関関連事業 2,059,202 23,631,545 

その他の事業 158,730 ― 

合計 2,217,932 23,631,545 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(３) 販売実績 

当第１四半期の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

内燃機関関連事業（千円） 3,814,118 

その他の事業（千円） 158,730 

合計（千円） 3,972,848 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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「参考資料」 

 前四半期に係る（要約）四半期連結損益計算書 

 

Ⅰ 売上高 3,418,334

Ⅱ 売上原価 2,546,647

売上総利益 871,687

Ⅲ 販売費及び一般管理費 407,576

営業利益 464,110

Ⅳ 営業外収益 12,929

Ⅴ 営業外費用 27,439

経常利益 449,600

Ⅵ 特別利益 128

Ⅶ 特別損失 11,054

438,674

171,078

四半期純利益 267,595

税金費用

前年同四半期

平成20年3月期
第1四半期

金　額（千円）

科　目

税金等調整前四半期純利益
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