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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 17,659 △10.4 617 △71.0 510 △77.5 287 △79.6

21年3月期第1四半期 19,706 ― 2,125 ― 2,272 ― 1,413 ―

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

22年3月期第1四半期 1.79 ―

21年3月期第1四半期 8.81 ―

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

22年3月期第1四半期 81,311 21,721 26.7 135.35
21年3月期 84,489 21,733 25.7 135.43

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  21,721百万円 21年3月期  21,733百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.50 3.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

33,000 △13.3 2,000 △51.8 1,900 △55.3 1,100 △57.4 6.85

通期 65,000 △16.1 4,000 △43.3 3,800 △45.2 2,200 △28.8 13.71
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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、４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) 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、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。] 

(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 

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条件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、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 「３． 連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。   

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） 22年3月期第1四半期 161,955,000株 21年3月期 161,955,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,476,515株 21年3月期 1,474,990株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 160,478,885株 21年3月期第1四半期 160,486,540株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各国における金融安定化対策によって金融危機がや
や後退したことや、中国の大型景気刺激策など経済対策が効果を現しはじめたこと等により企業の生産活
動の減少幅が縮小する等、一部で景気持ち直しの動きが見られるものの、実体経済については依然先行き
不透明な状況で推移しました。  
 こうした状況において当社グループは、連結受注高については船舶用機器の受注が減少したこと等から
前年同四半期比37.6％減少の3,802百万円となりました。連結売上高については前年同四半期比10.4％減
少の17,659百万円となり、この結果、当第１四半期連結会計期間末の受注残高は前年同四半期末比11.1％
減少の224,047百万円となりました。損益面では、新造船において建造船種の切り替えに伴い採算の厳し
い工事が売上に計上されたこと等により、連結営業利益は前年同四半期比71.0％減少の617百万円、経常
利益は前年同四半期比77.5％減少の510百万円、四半期純利益は前年同四半期比79.6％減少の287百万円と
なりました。  
 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。  
  

船舶部門の受注高は、一般商船の修理工事等1,377百万円となり前年同四半期比10.5％減少しました。
売上高は、新造船及び修理船工事で計14,739百万円となり前年同四半期比9.9％減少しました。当第１四
半期連結会計期間に引渡した新造船は115千重量トン原油タンカー１隻、115千重量トンプロダクトタンカ
ー１隻の計２隻です。この結果、新造船の受注残は32隻となりました。損益面では、採算の厳しい工事が
売上に計上されたこと等から営業利益は前年同四半期比94.0％減少の94百万円となりました。  
  

機械・鉄構部門の受注高は、機器工事として船舶用機器や一般産業機械等39件、鉄構工事として２件、
金額にして2,149百万円となり前年同四半期比49.7％減少しました。売上高は2,645百万円となり前年同四
半期比13.5％減少しました。損益面では、売上高の減少等により営業利益は前年同四半期比3.8％減少の
775百万円となりました。 
  

主な事業の内訳は運輸業その他で、受注高は274百万円となり前年同四半期比4.1％減少しました。売上
高は274百万円となり前年同四半期比4.1％減少しました。営業利益は36百万円となり前年同四半期比
44.8％減少しました。  
  
  

  

流動資産は、前連結会計年度末比4,341百万円減少し46,306百万円となりました。これは主として設備
投資資金や法人税等の支払及び前受金の減少等による現金及び預金の減少によるものであります。固定資
産は、前連結会計年度末比1,163百万円増加し35,005百万円となりました。これは主として設備投資によ
る有形固定資産の増加及び株式市況の回復に伴う投資有価証券の増加等によるものです。 
 この結果、資産合計は前連結会計年度末比3,177百万円減少し81,311百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末比3,095百万円減少し51,111百万円となりました。これは主として短期
運転資金の調達による短期借入金の増加はあったものの、法人税等の支払による未払法人税等の減少や前
受金の減少等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末比69百万円減少し8,479百万円とな
りました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末比3,165百万円減少し59,590百万円となりました。 
  

純資産合計は、株式市況の回復によりその他有価証券評価差額金が増加したものの、配当金の支払によ
る利益剰余金の減少により、前連結会計年度末比12百万円減少し21,721百万円となりました。 
  

  

鋼材等資機材価格の動向等、当社業績へ与える影響を見通すことが難しい状況が続いておりますが、当
第１四半期連結会計期間の経営成績については計画どおり推移しております。そのため平成21年5月15日
の決算発表時に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化がある場合に
は適切に開示してまいります。 
  
  

・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

(1) 船舶

(2) 機械・鉄構

(3) その他 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産

(2) 負債

(3) 純資産

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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期中における重要な子会社の異動はありません。 
  

  

【簡便な会計処理の適用】 

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用】 

 該当事項はありません。 
  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額１億円以上かつ工期１年超（艦船修理工
事については３ヶ月超）の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適
用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び
「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第
１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべて
の工事契約において進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の
進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 なお、この変更による売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与
える影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,820 16,858 

受取手形及び売掛金 27,273 25,732 

有価証券 540 1,040 

商品及び製品 16 15 

仕掛品 2,042 2,127 

原材料及び貯蔵品 854 1,240 

繰延税金資産 1,711 1,748 

その他 2,053 1,891 

貸倒引当金 △6 △6 

流動資産合計 46,306 50,647 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,515 8,484 

土地 7,090 7,084 

その他（純額） 11,680 11,038 

有形固定資産合計 27,285 26,607 

無形固定資産 193 211 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,664 3,888 

その他 3,133 3,416 

貸倒引当金 △271 △281 

投資その他の資産合計 7,526 7,022 

固定資産合計 35,005 33,841 

資産合計 81,311 84,489 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,458 24,244 

設備関係支払手形 1,641 1,476 

短期借入金 5,661 2,514 

未払法人税等 204 1,839 

前受金 17,582 18,918 

保証工事引当金 54 54 

受注工事損失引当金 2,637 2,442 

その他 1,872 2,717 

流動負債合計 51,111 54,206 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,370 1,488 

繰延税金負債 0 0 

退職給付引当金 6,724 6,678 

特別修繕引当金 33 27 

その他 350 354 

固定負債合計 8,479 8,549 

負債合計 59,590 62,755 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,414 8,414 

資本剰余金 5,148 5,148 

利益剰余金 8,731 9,245 

自己株式 △976 △975 

株主資本合計 21,317 21,832 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 403 △99 

評価・換算差額等合計 403 △99 

純資産合計 21,721 21,733 

負債純資産合計 81,311 84,489 

－6－



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 19,706 17,659 

売上原価 16,926 16,352 

売上総利益 2,779 1,306 

販売費及び一般管理費 654 689 

営業利益 2,125 617 

営業外収益   

受取利息及び配当金 78 40 

為替差益 105 － 

その他 14 17 

営業外収益合計 198 57 

営業外費用   

支払利息 48 48 

為替差損 － 110 

その他 3 5 

営業外費用合計 51 164 

経常利益 2,272 510 

特別利益   

固定資産売却益 62 0 

貸倒引当金戻入額 29 1 

特別利益合計 91 1 

特別損失   

固定資産売却損 － 1 

固定資産処分損 27 14 

投資有価証券評価損 2 0 

その他 0 － 

特別損失合計 30 15 

税金等調整前四半期純利益 2,333 497 

法人税、住民税及び事業税 859 190 

法人税等調整額 60 18 

法人税等合計 920 209 

四半期純利益 1,413 287 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,333 497 

減価償却費 497 762 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △10 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 660 195 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46 46 

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △6 6 

受取利息及び受取配当金 △78 △40 

支払利息 48 48 

為替差損益（△は益） △99 0 

固定資産売却損益（△は益） △62 0 

固定資産処分損益（△は益） 27 14 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 0 

売上債権の増減額（△は増加） 3,115 △1,541 

たな卸資産の増減額（△は増加） △281 470 

未収消費税等の増減額（△は増加） △188 187 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47 △333 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,728 △2,046 

前受金の増減額（△は減少） △1,890 △1,336 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △722 △842 

その他 246 － 

小計 5,298 △3,920 

利息及び配当金の受取額 71 36 

利息の支払額 △45 △59 

法人税等の支払額 △47 △1,831 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,275 △5,774 

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 △500 － 

有価証券の取得による支出 △530 － 

有価証券の売却及び償還による収入 530 500 

有形固定資産の取得による支出 △2,021 △2,011 

有形固定資産の売却による収入 63 2 

無形固定資産の取得による支出 △23 － 

投資有価証券の取得による支出 △58 － 

貸付けによる支出 － △2 

貸付金の回収による収入 0 0 

その他 19 27 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,521 △1,484 
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） 1,790 3,247 

長期借入金の返済による支出 △218 △218 

社債の償還による支出 △50 － 

配当金の支払額 △802 △802 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

その他 △1 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー 717 2,221 

現金及び現金同等物に係る換算差額 37 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,509 △5,037 

現金及び現金同等物の期首残高 17,807 16,898 

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,317 11,860 
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

 
(注)１ 製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

  ２ 各事業の主な製品 

(1)船舶 ‥‥‥ 油送船、ばら積貨物船、石炭運搬船、鉱石運搬船、木材運搬船、ＬＰＧ船、コンテナ船 

         艦艇、海洋調査船等の建造、改造及び修理 

(2)機械 ‥‥‥ 製鉄機械、プレス機械、熱交換機、圧力装置、塔槽類、舶用ボイラー 

         フィンスタビライザー等各種舶用機械、クランク軸等各種ディーゼル機関部品、舵構造 

(3)鉄構 ‥‥‥ 橋梁、可動橋、水門扉、水圧鉄管、鉄骨、ケーブルクレーン、鋼製プール 

         ポンツーン・ケーソン等海洋構造物 

(4)その他‥‥‥ 運輸、設備管理、ゴルフ場、各種代理店、その他 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注)１ 製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

  ２ 各事業の主な製品 

(1)船舶    ‥‥‥ 油送船、ばら積貨物船、石炭運搬船、鉱石運搬船、木材運搬船、ＬＰＧ船 

            コンテナ船、艦艇、海洋調査船等の建造、改造及び修理 

(2)機械・鉄構 ‥‥‥ 製鉄機械、プレス機械、熱交換機、圧力装置、塔槽類、舶用ボイラー 

            フィンスタビライザー等各種舶用機械、クランク軸等各種ディーゼル機関部品 

            舵構造、橋梁、可動橋、水門扉、水圧鉄管、鉄骨、ケーブルクレーン 

            鋼製プール、ポンツーン・ケーソン等海洋構造物 

(3)その他   ‥‥‥ 運輸、設備管理、ゴルフ場、各種代理店、その他 

  ３ 追加情報 

 当社は、平成21年３月26日開催の取締役会において、現在の手持工事が完了する平成22年３月をめどに鉄構

セグメントの主力製品である橋梁事業から撤退することを決定しております。同事業は現在の手持工事を完了

させるのみとなっているため、金額的重要性が著しく低下し独立開示セグメントの規模ではなくなっておりま

す。一方、橋梁事業以外の鉄構事業は、製品及び製造方法が類似する従来の機械事業部に統合し事業継続する

ことにしており、平成21年４月１日付けで機械・鉄構事業部を新設しております。これに伴い、事業区分を従

来までの「船舶」、「機械」、「鉄構」及び「その他」から、「船舶」、「機械・鉄構」及び「その他」とし

ております。 

 なお、「機械・鉄構」に含まれる従来までの「鉄構」の外部顧客に対する売上高は987百万円、セグメント間

の内部売上高又は振替高は336百万円、営業利益は19百万円であります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

船舶 
(百万円)

機械 
(百万円)

鉄構
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,361 1,858 1,199 286 19,706 ― 19,706

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 359 413 773 (773) ―

計 16,361 1,858 1,558 699 20,479 (773) 19,706

営業利益又は営業損失(△) 1,579 951 △145 65 2,451 (325) 2,125

船舶
(百万円)

機械・鉄構
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

14,739 2,645 274 17,659 ― 17,659

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 336 451 787 (787) ―

計 14,739 2,981 725 18,447 (787) 17,659

営業利益 94 775 36 905 (288) 617
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前第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) 

 当第１四半期連結会計期間において、在外連結子会社及び支店がないため記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 当第１四半期連結会計期間において、在外連結子会社及び支店がないため記載しておりません。 

  

前第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) 

 
(注)１ 国又は地域の区別は、地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア ‥‥‥ 香港、シンガポール、韓国、フィリピン 

(2)中米  ‥‥‥ パナマ、バハマ 

(3)アフリカ‥‥‥ リベリア 

(4)その他 ‥‥‥ 米国 

  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(注)１ 国又は地域の区別は、地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア ‥‥‥ 香港、シンガポール、フィリピン 

(2)中米  ‥‥‥ パナマ 

(3)アフリカ‥‥‥ リベリア 

(4)その他 ‥‥‥ 米国、イギリス、マーシャル 

  ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア 中米 アフリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,648 4,040 47 270 15,007

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 19,706

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

54.0 20.5 0.2 1.4 76.1

アジア 中米 アフリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,835 2,259 2,778 535 12,409

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 17,659

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

38.7 12.8 15.8 3.0 70.3

(6) 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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生産、受注及び販売の状況 

  
（１）生産実績 

（単位：百万円）

 
  
  
（２）受注状況 

（単位：百万円）

 
  
  
（３）受注残高 

（単位：百万円）

 
（注１） 受注残高は、工事完成基準で記載しております。当第１四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶

29,678百万円、機械・鉄構4,590百万円を、前第１四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶24,122百万

円、機械・鉄構2,200百万円を工事進行基準による売上高として計上しております。 

（注２） 前連結会計年度末外貨建受注残高の為替レート変動による減少額158百万円は、当第１四半期連結会計期間

末受注残高より減算しております。 

  
  
  
  
（４）販売実績 

（単位：百万円）

 
  

6. その他の情報

当第１四半期連結会計期間 
（ 21/4～21/6 ）

前第１四半期連結会計期間
（ 20/4～20/6 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 17,144 87.0 15,850 83.1 1,294 8.2

機械・鉄構 2,294 11.6 2,937 15.4 △643 △21.9

そ の 他 274 1.4 286 1.5 △11 △4.1

合 計 19,713 100.0 19,074 100.0 639 3.4

当第１四半期連結会計期間 
（ 21/4～21/6 ）

前第１四半期連結会計期間
（ 20/4～20/6 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 1,377 36.2 1,540 25.2 △162 △10.5

機械・鉄構 2,149 56.6 4,270 70.1 △2,120 △49.7

そ の 他 274 7.2 286 4.7 △11 △4.1

合 計 3,802 100.0 6,097 100.0 △2,294 △37.6

当第１四半期連結会計期間末 
（ 21/6 末 ）

前第１四半期連結会計期間末
（ 20/6 末 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 211,504 94.4 236,027 93.7 △24,523 △10.4

機械・鉄構 12,543 5.6 15,867 6.3 △3,324 △21.0

そ の 他 ― ― ― ― ― ―

合 計 224,047 100.0 251,895 100.0 △27,847 △11.1

当第１四半期連結会計期間 
（ 21/4～21/6 ）

前第１四半期連結会計期間
（ 20/4～20/6 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 14,739 83.5 16,361 83.0 △1,621 △9.9

機械・鉄構 2,645 15.0 3,058 15.5 △413 △13.5

そ の 他 274 1.5 286 1.5 △11 △4.1

合 計 17,659 100.0 19,706 100.0 △2,047 △10.4
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