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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 14,565 ― 2,185 ― 2,073 ― 1,195 ―

20年3月期第3四半期 12,216 26.7 1,639 41.8 1,494 52.6 852 46.1

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3四半期 74.85 ―

20年3月期第3四半期 53.37 ―

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3四半期 22,511 8,165 36.3 511.30
20年3月期 20,530 7,275 35.4 455.49

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,165百万円 20年3月期  7,275百万円

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  

20年3月期の配当金の内訳 普通配当 7円 90周年記念配当 1円  

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 9.00 9.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 19,600 10.7 2,550 12.6 2,350 11.4 1,340 6.6 83.90

4.  その他 
(1) 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  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 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（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もの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  16,000,000株 20年3月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  29,125株 20年3月期  26,588株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  15,972,153株 20年3月期第3四半期  15,975,636株

※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11月4日に公表いたしました業績予想に変更はございません。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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が実態経済にまで及んできており、企業部

門では設備投資の抑制が急速に広がり、家計部門では賃金の減少に雇用不安もあり個人消費がさらに冷え込むなど悪

化してきています。世界同時不況の様相が強まる中、これまで好調だった新興国向け輸出にも景気後退、円高の悪影

響が出てきており、外需依存度の高いわが国経済にとって厳しさが一段と増してきております。アメリカを始めとす

る先進各国の的確な金融危機対応策・大型景気対策の早急な実施が待たれています。 

 内航海運業界では、自動車の生産縮小や鉄鋼・石油・化学等の素材メーカーの減産の影響により、輸送量が大幅に

減少し船腹過剰となっております。来年度はさらに輸送量が減少するとの見方が大勢であり、老朽船の代替建造を計

画していた船主も燃料油価格の下落というプラス面を考慮しても計画の見直しを検討せざるを得ない状況になってい

ます。外航・近海船業界では、物流需要の大幅減少と運賃市況の乱高下等により先行き不透明感が増大、先物の新規

引合いは大きく減少しております。輸出関係では世界的な金融不安・信用収縮から船舶建造資金の調達が困難となっ

ており新規引合いは激減しております。近況は厳しいながらも造船各社は数年分の受注残を抱え十分な仕事量を確保

し、当社におきましても当面の仕事量を確保しております。 

 当第３四半期累計期間の業績につきましては、主機関の積極的な受注確保、価格改善、部品拡販に努めました結

果、受注高は14,275百万円（前年同期比 16.6%減）、売上高は14,565百万円（前年同期比19.2%増）となり、受注残

高は14,403百万円（前年同期比0.4%減）となりました。 

 損益面につきましては、原材料価格の高騰、外注費や労務費の増加、設備投資の増加に伴う償却負担増もあり、製

造コストが大幅に上昇する厳しい状況が続きましたが、販売価格の改善に加えて、高い操業度により生産性が向上し

たことや経費の抑制に努力した結果、営業利益は2,185百万円（前年同期比33.3%増）、経常利益は2,073百万円（前

年同期比38.7%増），四半期純利益は 1,195百万円（前期比40.2%増）となりました。 

 事業区分別の業績は次のとおりであります。 

 主機関では、中国、トルコ向け単体輸出が増加し売上高は前年同期実績を上回り、10,217百万円（前年同期比

23.3％増）となりました。部分品・修理工事では、国内ドック向け、海外向けとも好調で売上高は4,347百万円（前

年同期比10.7％増）となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は22,511百万円となり、前期末比1,981百万円の増加となりました。これは主に、時価評

価による投資有価証券の減少があったものの、生産量増加に伴う棚卸資産の増加及び、工場用地の取得等設備投資の

増加による固定資産の増加によるものであります。負債につきましては14,346百万円となり、前期末比1,091百万円

の増加となりました。これは、主に受注、生産量増加に伴う前受金と仕入債務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、3,157百万円となり、前会計

年度末と比較して497百万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、2,090百万円となりました。これは主に、棚卸資産が913百万円増加し、法人税等

の支払が606百万円あったものの、税引前四半期純利益2,029百万円を確保したこと、仕入債務が997百万円増加した

こと及び売上債権が472百万円減少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、1,204百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得1,200百万円による

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、389百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出261百万円に

よるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における業績は概ね計画どおり推移しており、平成20年11月4日に公表いたしました通期の 

業績予想に変更はございません。 
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４．その他 

（１）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 

１．簡便な会計処理 

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 

 四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

①税金費用の計算 

 税金費用については、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）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 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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５．四半期財務諸表 
（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20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,307,428 1,910,281

受取手形及び売掛金 5,275,173 5,117,834

有価証券 1,910,462 810,462

製品 1,504,000 731,673

原材料 1,141,423 1,091,273

仕掛品 2,147,334 2,057,688

貯蔵品 10,303 8,982

その他 387,808 479,269

貸倒引当金 △182,900 △195,900

流動資産合計 13,501,034 12,011,565

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 559,910 587,619

構築物（純額） 91,281 99,676

機械及び装置（純額） 908,513 1,027,470

車両運搬具（純額） 14,000 14,972

工具、器具及び備品（純額） 174,664 240,354

土地 5,817,871 5,139,518

建設仮勘定 341,788 47,174

有形固定資産合計 7,908,031 7,156,785

無形固定資産 34,246 29,105

投資その他の資産   

投資有価証券 529,938 827,649

繰延税金資産 117,595  

その他 434,745 519,306

貸倒引当金 △13,700 △13,700

投資その他の資産合計 1,068,578 1,333,256

固定資産合計 9,010,856 8,519,147

資産合計 22,511,891 20,530,712
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,920,912 3,923,518

1年内返済予定の長期借入金 1,849,000 393,100

前受金 2,593,915 1,964,492

未払法人税等 381,830 632,896

賞与引当金 162,900 281,000

製品保証引当金 25,300 16,900

その他 1,078,108 1,021,377

流動負債合計 11,011,967 8,233,285

固定負債   

長期借入金 183,400 1,900,300

再評価に係る繰延税金負債 1,957,968 1,957,968

退職給付引当金 975,405 969,460

役員退職慰労引当金 68,000 58,700

その他 149,290 135,315

固定負債合計 3,334,064 5,021,744

負債合計 14,346,031 13,255,030

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 4,371,404 3,303,596

自己株式 △8,708 △7,413

株主資本合計 5,204,521 4,138,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,471 277,806

土地再評価差額金 2,859,867 2,859,867

評価・換算差額等合計 2,961,338 3,137,674

純資産合計 8,165,860 7,275,682

負債純資産合計 22,511,891 20,530,712
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 14,565,152

売上原価 10,348,015

売上総利益 4,217,136

販売費及び一般管理費 2,031,327

営業利益 2,185,809

営業外収益  

受取利息 6,336

受取配当金 6,825

受取保険金 6,107

受取補償金 25,290

その他 8,248

営業外収益合計 52,807

営業外費用  

支払利息 34,603

退職給付費用 122,400

その他 8,021

営業外費用合計 165,024

経常利益 2,073,592

特別利益  

固定資産売却益 4,046

投資有価証券売却益 292

貸倒引当金戻入額 9,841

特別利益合計 14,180

特別損失  

固定資産処分損 57,073

投資有価証券売却損 1,104

特別損失合計 58,177

税引前四半期純利益 2,029,595

法人税等 834,000

四半期純利益 1,195,595
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 2,029,595

減価償却費 431,530

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92,485

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,000

受取利息及び受取配当金 △13,162

支払利息 34,603

投資有価証券売却損益（△は益） 811

固定資産処分損益（△は益） 53,026

売上債権の増減額（△は増加） 472,345

たな卸資産の増減額（△は増加） △913,444

仕入債務の増減額（△は減少） 997,393

その他 △365,671

小計 2,697,713

利息及び配当金の受取額 24,247

利息の支払額 △25,062

法人税等の支払額 △606,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,090,878

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,200,078

有形固定資産の売却による収入 6,891

無形固定資産の取得による支出 △9,083

投資有価証券の取得による支出 △1,645

投資有価証券の売却による収入 1,145

ゴルフ会員権の取得による支出 △7,482

その他 6,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,204,131

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △261,000

自己株式の取得による支出 △1,295

配当金の支払額 △127,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △389,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 497,146

現金及び現金同等物の期首残高 2,660,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,157,428
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

  売上高 12,216,560 

  売上原価 8,723,472 

売上総利益 3,493,088 

  販売費及び一般管理費 1,853,198 

営業利益 1,639,889 

  営業外収益 32,508 

  営業外費用 177,646 

経常利益 1,494,751 

特別利益 9 

特別損失 7,940 

税引前四半期純利益 1,486,819 

税金費用 634,239 

四半期純利益 852,580 
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受注及び販売の状況

（1）受注の状況 （単位　百万円：未満切捨）

主 機 関 13,188 (77.1%) 9,927 (69.5%) 17,645 (77.3%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 3,927 (22.9%) 4,347 (30.5%) 5,188 (22.7%)

17,115 (100.0%) 14,275 (100.0%) 22,834 (100.0%)

主 機 関 14,458 (100.0%) 14,403 (100.0%) 14,693 (100.0%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

14,458 (100.0%) 14,403 (100.0%) 14,693 (100.0%)

（2）販売の状況

8,289 (67.9%) 10,217 (70.1%) 12,511 (70.7%)

3,927 (32.1%) 4,347 (29.9%) 5,188 (29.3%)

12,216 (100.0%) 14,565 (100.0%) 17,700 (100.0%)

(5,650) (46.3%) (6,693) (46.0%) (7,696) (43.5%)

平成19. 4. 1 から

平成20. 3.31 まで

区　　　分 平成19. 4. 1 から 平成20. 4. 1 から 平成19. 4. 1 から

平成19. 12.31 まで 平成20.12.31 まで 平成20. 3.31 まで

区　　　分

受
 
注
 
残
 
高

合　　　計

合　　　計

受
　
注
　
高

(参考)前期

当四半期前年同四半期 (参考)前期

当四半期前年同四半期

平成19. 4. 1 から

平成19. 12.31 まで

平成20. 4. 1 から

平成20.12.31 まで

（うち輸出分）

主 機 関

部 分 品 ・ 修 理 工 事

合　　　計
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