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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 49,524 △12.9 5,772 2.1 5,279 △6.7 3,106 △4.6

21年3月期第3四半期 56,875 ― 5,655 ― 5,659 ― 3,255 ―

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3四半期 19.36 ―

21年3月期第3四半期 20.28 ―

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3四半期 86,756 24,392 28.1 152.00
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3四半期  24,392百万円 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

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

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 65,000 △16.1 6,500 △7.8 6,000 △13.5 3,500 13.2 21.81
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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、４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3四半期 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3四半期 1,478,347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3四半期 160,477,728株 21年3月期第3四半期 160,485,023株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や新興国経済の持ち直し等により
企業収益に底入れの兆候が見られる一方、雇用情勢や為替動向等は依然厳しく、３年ぶりにデフレ宣言が
出されるなど実体経済については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海運市況の低迷が続いたことにより新造
船の受注がなかったこと等から前年同四半期比77.4％減少の8,639百万円となりました。連結売上高につ
いては前年同四半期比12.9％減少の49,524百万円となり、この結果、当第３四半期連結累計期間末の受注
残高は前年同四半期末比23.9％減少の191,067百万円となりました。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ものの、不採算となっていた橋梁事業からの撤
退に伴い鉄構部門の採算が改善したこと等により、連結営業利益は前年同四半期比2.1％増加の5,772百万
円、経常利益は為替差損の計上等により、前年同四半期比6.7％減少の5,279百万円、四半期純利益は前年
同四半期比4.6％減少の3,106百万円となりました。  
 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3,505百万円となり前年同四半期比88.0％減少しました。
売上高は、新造船及び修理船工事で計41,196百万円となり前年同四半期比12.5％減少しました。当第３四
半期連結累計期間に引渡した新造船は115千重量トン原油タンカー２隻、115千重量トンプロダクトタンカ
ー２隻、180千重量トンバルクキャリアー２隻の計６隻です。この結果、新造船の受注残は28隻となりま
した。損益面では、鋼材価格の下落による受注工事損失引当金の戻入益計上等があったものの、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8.3％減少の4,364百万円となりまし
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105件、鉄構工事として15
件、金額にして4,342百万円となり前年同四半期比47.7％減少しました。売上高は7,536百万円となり前年
同四半期比15.4％減少しました。損益面では、機械部門が売上高の減少により減益となったものの、不採
算となっていた橋梁事業からの撤退に伴い鉄構部門の採算が改善したこと等により営業利益は前年同四半
期比4.4％増加の2,239百万円となりました。 
  

主な事業の内訳は運輸業その他で、受注高は791百万円となり前年同四半期比8.2％減少しました。売上
高は791百万円となり前年同四半期比8.2％減少しました。営業利益は64百万円となり前年同四半期比
47.3％減少しました。 
  
  

  

流動資産は、前連結会計年度末比534百万円増加し51,182百万円となりました。これは主として売掛金
が減少したものの、設備投資資金調達の借入等により現金及び預金が増加したことによるものでありま
す。固定資産は、前連結会計年度末比1,732百万円増加し35,574百万円となりました。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2,267百万円増加し86,756百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末比8,183百万円減少し46,022百万円となりました。これは主として短期
運転資金の調達を目的とした短期借入金の増加があったものの、鋼材価格の下落による受注工事損失引当
金の減少や支払手形及び買掛金が減少したこと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7,792百万円増加し16,341百万円となりました。これは主として設備投資資金等の調達を目的とした長
期借入金の増加によるものです。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末比391百万円減少し62,364百万円となりました。 
  

純資産合計は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比2,658百万
円増加し24,392百万円となりました。 
  

  

・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
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鋼材等資機材価格の動向等、当社業績に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３四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10月29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。 
  
  

  

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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 23,326 16,858

受取手形及び売掛金 22,596 25,732

有価証券 40 1,040

商品及び製品 17 15

仕掛品 1,947 2,127

原材料及び貯蔵品 618 1,240

繰延税金資産 417 1,748

その他 2,224 1,891

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 51,182 50,647

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,573 8,484

土地 7,553 7,084

その他（純額） 11,165 11,038

有形固定資産合計 28,292 26,607

無形固定資産 162 211

投資その他の資産   

投資有価証券 3,867 3,888

その他 3,522 3,416

貸倒引当金 △271 △281

投資その他の資産合計 7,118 7,022

固定資産合計 35,574 33,841

資産合計 86,756 84,489

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,506 24,244

設備関係支払手形 1,623 1,476

短期借入金 4,987 2,514

未払法人税等 103 1,839

前受金 17,764 18,918

保証工事引当金 65 54

受注工事損失引当金 46 2,442

その他 1,926 2,717

流動負債合計 46,022 54,206
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 9,196 1,488

繰延税金負債 1 0

退職給付引当金 6,784 6,678

特別修繕引当金 36 27

その他 323 354

固定負債合計 16,341 8,549

負債合計 62,364 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 11,550 9,245

自己株式 △976 △975

株主資本合計 24,135 21,832

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 256 △99

評価・換算差額等合計 256 △99

純資産合計 24,392 21,733

負債純資産合計 86,756 84,489
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 56,875 49,524

売上原価 49,077 41,671

売上総利益 7,797 7,852

販売費及び一般管理費 2,141 2,079

営業利益 5,655 5,772

営業外収益   

受取利息及び配当金 179 74

その他 94 80

営業外収益合計 274 155

営業外費用   

支払利息 141 185

為替差損 62 401

その他 66 61

営業外費用合計 270 648

経常利益 5,659 5,279

特別利益   

固定資産売却益 297 20

貸倒引当金戻入額 23 0

その他 1 0

特別利益合計 322 22

特別損失   

固定資産売却損 194 17

固定資産処分損 123 18

投資有価証券評価損 174 41

その他 79 16

特別損失合計 571 94

税金等調整前四半期純利益 5,410 5,206

法人税、住民税及び事業税 2,041 784

法人税等調整額 113 1,316

法人税等合計 2,155 2,100

四半期純利益 3,255 3,106
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 5,410 5,206

減価償却費 1,771 2,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） △82 △10

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △43 △2,396

退職給付引当金の増減額（△は減少） 259 105

保証工事引当金の増減額（△は減少） △25 11

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △5 9

受取利息及び受取配当金 △179 △74

支払利息 141 185

為替差損益（△は益） 63 0

固定資産売却損益（△は益） △103 △2

固定資産処分損益（△は益） 123 18

投資有価証券評価損益（△は益） 174 41

投資その他の資産評価損 5 －

売上債権の増減額（△は増加） 58 3,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △958 799

未収消費税等の増減額（△は増加） 153 194

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14 △245

仕入債務の増減額（△は減少） 5,317 △3,669

前受金の増減額（△は減少） △3,540 △1,154

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,341 △828

その他 129 △55

小計 7,344 3,814

利息及び配当金の受取額 187 73

利息の支払額 △154 △162

法人税等の支払額 △76 △2,530

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,300 1,195

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,535 －

有価証券の取得による支出 △1,000 －

有価証券の売却及び償還による収入 500 1,000

有形固定資産の除却による支出 △46 △13

有形固定資産の取得による支出 △4,962 △5,129

有形固定資産の売却による収入 1,291 47

無形固定資産の取得による支出 △31 △4

投資有価証券の取得による支出 △1,103 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 530 500

貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 2 1

その他 △7 △492

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,291 △4,093
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 1,740 1,640

長期借入れによる収入 500 9,140

長期借入金の返済による支出 △1,023 △598

社債の償還による支出 △50 －

配当金の支払額 △797 △794

自己株式の取得による支出 △1 △0

その他 △7 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 360 9,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 △97 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,272 6,468

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 22,080 23,367
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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2,273百万円、セグメント

間の内部売上高又は振替高は805百万円、営業利益は139百万円であります。 

(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

47,100 5,706 3,205 862 56,875 ― 56,875

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 1,336 1,222 2,559 (2,559) ―

計 47,100 5,706 4,542 2,085 59,434 (2,559) 56,875

営業利益又は営業損失(△) 4,760 2,555 △411 122 7,027 (1,371) 5,655

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

41,196 7,536 791 49,524 ― 49,524

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 805 1,299 2,104 (2,104) ―

計 41,196 8,341 2,090 51,629 (2,104) 49,524

営業利益 4,364 2,239 64 6,667 (895) 5,772

－10－



前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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、台湾 

(2)中米  ‥‥‥ パナマ、バハマ 

(3)アフリカ‥‥‥ リベリア 

(4)その他 ‥‥‥ 米国、キプロス共和国、スウェーデン 

  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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、ニュージーランド、マーシャル、ドイツ、ギリシャ 

  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) 20,365 22,947 584 750 44,648

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 56,875

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

35.8 40.4 1.0 1.3 78.5

アジア 中米 アフリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 28,662 2,970 4,607 957 37,197

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 49,524

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

57.9 6.0 9.3 1.9 75.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－11－



  
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３四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶

23,352百万円、機械・鉄構4,804百万円を、前第３四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶28,068百万

円、機械・鉄構3,071百万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。 

  

  
  
  
  
（４）販売実績 

（単位：百万円）

 
  

6. その他の情報

当第３四半期連結累計期間 
（ 21/4～21/12 ）

前第３四半期連結累計期間
（ 20/4～20/12 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 40,391 85.4 46,648 82.6 △6,256 △13.4

機械・鉄構 6,113 12.9 8,951 15.9 △2,838 △31.7

そ の 他 791 1.7 862 1.5 △71 △8.2

合 計 47,296 100.0 56,462 100.0 △9,166 △16.2

当第３四半期連結累計期間 
（ 21/4～21/12 ）

前第３四半期連結累計期間
（ 20/4～20/12 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 3,505 40.6 29,133 76.1 △25,627 △88.0

機械・鉄構 4,342 50.3 8,299 21.7 △3,956 △47.7

そ の 他 791 9.1 862 2.2 △71 △8.2

合 計 8,639 100.0 38,295 100.0 △29,655 △77.4

当第３四半期連結会計期間末 
（ 21/12 末 ）

前第３四半期連結会計期間末
（ 20/12 末 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 181,008 94.7 236,171 94.1 △55,163 △23.4

機械・鉄構 10,059 5.3 14,913 5.9 △4,854 △32.6

そ の 他 ― ― ― ― ― ―

合 計 191,067 100.0 251,085 100.0 △60,017 △23.9

当第３四半期連結累計期間 
（ 21/4～21/12 ）

前第３四半期連結累計期間
（ 20/4～20/12 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 41,196 83.2 47,100 82.8 △5,904 △12.5

機械・鉄構 7,536 15.2 8,911 15.7 △1,375 △15.4

そ の 他 791 1.6 862 1.5 △71 △8.2

合 計 49,524 100.0 56,875 100.0 △7,351 △12.9
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