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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 18,751 △10.0 1,189 △40.6 1,167 △42.0 660 △38.1
21年3月期 20,827 6.0 2,000 41.7 2,012 39.6 1,066 4.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 23.62 ― 8.0 6.1 6.3
21年3月期 38.14 ― 14.2 9.7 9.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1百万円 21年3月期  2百万円

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 18,173 8,520 46.9 304.65
21年3月期 20,240 7,995 39.5 285.87

（参考） 自己資本   22年3月期  8,520百万円 21年3月期  7,995百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 2,327 △70 △572 4,512
21年3月期 △507 △364 △772 2,828

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 139 13.1 1.9
22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 83 12.7 1.0
23年3月期 

（予想） ― ― ― 3.00 3.00 ―

3.  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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

7,446 △13.9 251 △58.2 246 △58.8 118 △68.1 4.22

通期 13,732 △26.8 △201 ― △210 ― △215 ― △7.68
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 28,000,000株 21年3月期 28,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  32,517株 21年3月期  30,319株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により、予想値と異なる 
可能性があります。 
 なお、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については、３ページ「１．経営成績」をご覧下さい。 
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1.経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国の需要増や景気対策効果により、徐々に回

復する兆しが見えてきました。 

しかし乍、依然として需要不足やデフレ・雇用・為替相場等に不安材料を抱えており、予断を許さ

ない厳しい状況下にあります。 

一方、わが国の海運・造船業界も「2010年問題」と言われる船舶大量供給時代に突入し、近年にな

い厳しい業界環境に置かれております。特に造船業界における新造船受注量の減少や船価の下落は、

韓国や中国の新興造船所の動向と相俟って昨年以上に厳しさを増しており、更に鋼材等の資材高騰に

より造船業界は更なるコスト削減努力を余儀なくされております。 

この様な状況下にあって、当社は受注・販売活動に全力を傾注しました結果、当期の売上高は主力

製品である舶用内燃機関では、139億１千８百万円と前年同期と比べ△23億１千３百万円(△14.3％)減

収、修理・部品等は48億３千３百万円と前年同期と比べ２億３千８百万円(5.2％)増収となったもの

の、売上高の総額は187億５千１百万円と前年同期と比べ△20億７千５百万円(△10.0 ％)の減収とな

りました。 

損益面では、部品売上や生産性向上に全力を傾注し、製造原価・販売費の圧縮に 大限注力しまし

たが、営業利益は11億８千９百万円と前年同期と比べ△８億１千１百万円(△40.6％)、経常利益は11

億６千７百万円と前年同期と比べ△８億４千４百万円(△42.0％)、当期純利益は６億６千万円と前年

同期と比べ△４億６百万円(△38.1％)の各々減益となりました。 

  

2.次期の見通し 

わが国経済は、大規模な経済対策の発動や在庫の一巡等により、景気の底打ちも予想されています

が、依然先行きには不透明感が残っており、極めて厳しい状況にあります。 

この様な状況下にあって、売上高137億３千２百万円、営業利益△２億１百万円、経常利益△２億１

千万円、当期純利益△２億１千５百万円を予想しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

 流動資産は、前事業年度末に比べて10.0％減少し、135億５千９百万円となりました。これ

は、主として、現金及び預金は16億８千４百万円増加しましたが、売掛金が24億４千６百万円

減少したことなどによります。（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、15頁のキ

ャッシュ・フロー計算書をご参照ください。） 

 固定資産は、前事業年度末に比べて11.0％減少し、46億１千３百万円となりました。これは

主として減価償却費の計上によります。 

 この結果、総資産は前事業年度末に比べ10.2％減少し、181億７千３百万円となりました。 

  

（ロ）負債 

 流動負債は、前事業年度末に比べて24.9％減少し、70億８千２百万円となりました。これ

は、主として支払手形７億３千万円及び前受金が４億５千２百万円減少したことなどによりま

す。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて8.5％減少し、25億７千万円となりました。これは主とし

て長期借入金が１億９千１百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前年事業年度末に比べて21.2％減少し、96億５千３百万円となりま

した。  

（ハ）純資産 

 純資産の合計は、前事業年度末に比べて6.6％増加し、85億２千万円となりました。これは、

主として利益剰余金が５億２千万円増加したことなどによります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ16億８千４百万円増加し、45億１千２百万円

となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前当期純利益11億７千万円、減価償却費６億３千４百万円及び売上債権20億５千２百万円、

棚卸資産６億１千４百万円、仕入債務10億１千万円の減少等があり、営業活動によるキャッシュ・

フローは23億２千７百万円（前年同期は△５億７百万円）となりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得による支出等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△７千万円

(前年同期は△３億６千４百万円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

新規借入金及び借入金の返済等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△５億７千２百万

円（前年同期は△７億７千２百万円）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

神戸発動機㈱(6016) 平成22年3月期 決算短信(非連結)
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
   (注）自己資本比率 ：自己資本/総資産 

      時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額/総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

   ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式を除く）により算出しており 

    ます。 

   ※利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

   ※平成21年3月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・ 

    レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

当社は景気の変動に左右されやすい業界内において、経営基盤の強化のために内部留保の充実を 

図るとともに、安定的な配当を継続的に充実することを株主各位の利益と考えており、収益状況を 

総合的に勘案した配当政策を基本方針としております。 

  

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 35.8％ 32.8％ 33.1％ 39.5％ 46.9％

時価ベースの自己資本比率 38.0％ 34.2％ 49.1％ 16.7％ 18.6％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

7.1年 17.5年 1.7年  －年 1.3年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

22.6倍 7.2倍 83.0倍 －倍 118.8倍

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

神戸発動機㈱(6016) 平成22年3月期 決算短信(非連結)
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本稿に記載しております予想、見込、見通し等の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判

断したものであり、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もあります。 

 当社の事業展開上、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが

のあります。 

  

 ①受注環境について 

  世界経済同時不況の影響により、今後の経済動向によっては新造船需要が減退する局面も予想 

 され、当社の受注・販売ひいては経営成績が影響を受ける可能性がある。 

 ②特定の取引先への依存について 

  当社の主力製品である舶用内燃機関の構成部品の多くを社外調達に依存しており、主要な部品 

 の一部には特定供給元に依存しているものがあります。これらについて、供給元の状況によって  

 は調達が不安定になる可能性があります。 

 ③原材料・購入部品の価格変動について 

  当社は、製造原価に占める原材料費・購入部品費の比率が高く、国内での廉価調達や新たな調  

 達先開拓など、継続的に調達コストの低減に取組んでおりますが、為替変動や原材料・購入部品 

 等の価格高騰が今後の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④売掛債権回収リスクについて 

  当社は取引先に対して売掛債権を有しております。 

  金融情勢の変化や景気の動向を勘案し、与信先の業況を常に把握し、不良債権や貸倒損失の発 

 生を防ぐ対策をしておりますが、市場環境の急速な変化や突発的な取引先の信用不安等により、 

 今後の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

(4) 事業等のリスク
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   当社の企業集団は、当社、関連会社及びその他の関連会社から構成されております。この内、 

  当社は舶用内燃機関の製造販売を主な事業内容として、当事業にかかわる部品販売・修理等の事 

  業活動を展開しております。 

   当グループの事業に係わる各社の位置付けは、次のとおりであります。 

   請負工事については、当社の関連会社であるシンパツサンライズ㈱に委託しております。 

   また、当社はその他の関係会社であります三菱重工業㈱と三菱ＵＥディーゼル機関の製造販売 

  に関する技術提携契約を締結しており、特許権使用料を支払っております。当社は同社より主機 

  関の主要部品を購入し、同社に製品等を販売しております。 

   更に、当社は主要株主であります三井物産㈱に製品を販売しております。 

       

 

  

2. 企業集団の状況

神戸発動機㈱(6016) 平成22年3月期 決算短信(非連結)
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当社は「信頼の高い製品・サービスの提供」、「顧客のニーズを反映した製品品質の確保」を経営の

基本方針としております。また、顧客の信頼と期待に応えるとともに、活力ある企業を目指しておりま

す。 

当社の中長期的な経営戦略は、経営の基本方針を基軸に既存事業の強化と新規事業の育成を柱とした

事業の拡大を目指しております。 

  多様化するマーケットニーズに対応した製品のラインアップの充実、製造コストの低減、品質・生産

性の向上などに取組んでおります。 

 更に、造船会社及び商社などのネットワークを有効に活用し、拡販、サービスの充実を図り、総力を

あげて業績の向上に努めるとともに、安全や地球環境に配慮した企業活動にも取組んでまいります。 

 これからの経営戦略を実現していくことにより、株主資本の充実とともにＲＯＥ(自己資本等基準利

益率）の向上を図り、企業規模に応じた利益並びに売上に見合った原価管理を今迄以上に徹底していく

所存であります。 

当社の経営方針である顧客のニーズに即応した付加価値の高い製品・技術サービスをスピーディに顧

客に提供し、信頼と信用を得る政策を推進しております。 

 また、受注・販売体制の強化を図り、積極的な市場開拓に努めております。 

該当事項はありません。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題

(4) その他、会社の経営上重要な事項

神戸発動機㈱(6016) 平成22年3月期 決算短信(非連結)
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,828,224 4,512,980

受取手形 1,467,492 1,409,004

売掛金 ※2 6,422,576 ※2 3,976,226

製品 425,029 651,729

仕掛品 3,113,761 2,351,897

原材料及び貯蔵品 596,557 517,065

前払費用 3,648 5,480

繰延税金資産 191,070 131,544

その他 12,379 12,479

貸倒引当金 △1,821 △8,524

流動資産合計 15,058,920 13,559,884

固定資産

有形固定資産

建物 3,300,012 3,292,012

減価償却累計額 △657,909 △791,683

建物（純額） 2,642,102 2,500,329

構築物 582,274 587,974

減価償却累計額 △229,058 △280,410

構築物（純額） 353,215 307,564

機械及び装置 4,294,327 4,294,956

減価償却累計額 △2,926,414 △3,229,130

機械及び装置（純額） 1,367,913 1,065,825

車両運搬具 33,608 30,343

減価償却累計額 △28,492 △27,121

車両運搬具（純額） 5,116 3,222

工具、器具及び備品 1,469,655 1,528,770

減価償却累計額 △1,301,224 △1,430,472

工具、器具及び備品（純額） 168,430 98,297

土地 506,946 494,946

建設仮勘定 2,668 2,894

有形固定資産合計 ※1 5,046,394 ※1 4,473,081

無形固定資産

ソフトウエア 1,483 1,013

電話加入権 5,521 5,521

水道施設利用権 7,639 7,003

無形固定資産合計 14,644 13,538

神戸発動機㈱(6016) 平成22年3月期 決算短信(非連結)
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 35,567 34,158

関係会社株式 38,120 49,245

従業員に対する長期貸付金 243 －

破産更生債権等 0 0

長期前払費用 7,656 5,107

その他 38,480 38,635

投資その他の資産合計 120,068 127,147

固定資産合計 5,181,107 4,613,766

資産合計 20,240,027 18,173,650

負債の部

流動負債

支払手形 ※2 4,587,030 ※2 3,856,913

買掛金 ※2 1,493,784 ※2 1,220,014

1年内返済予定の長期借入金 ※1 932,600 ※1 691,000

未払金 ※2 214,836 ※2 203,169

未払費用 ※2 257,271 ※2 242,514

未払法人税等 571,901 33,775

前受金 ※2 898,642 ※2 446,099

預り金 27,854 33,899

賞与引当金 80,181 58,441

製品保証引当金 92,000 65,000

受注損失引当金 150,000 160,000

土壌対策引当金 13,500 13,500

その他 116,512 58,255

流動負債合計 9,436,116 7,082,583

固定負債

長期借入金 ※1 2,426,300 ※1 2,235,300

繰延税金負債 11,402 16,632

退職給付引当金 200,652 205,097

役員退職慰労引当金 165,423 109,777

その他 4,450 3,970

固定負債合計 2,808,229 2,570,778

負債合計 12,244,345 9,653,361
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,215,000 2,215,000

資本剰余金

資本準備金 1,709,750 1,709,750

資本剰余金合計 1,709,750 1,709,750

利益剰余金

利益準備金 145,500 145,500

その他利益剰余金

研究開発積立金 250,000 250,000

別途積立金 1,200,000 1,200,000

繰越利益剰余金 2,464,712 2,985,448

利益剰余金合計 4,060,212 4,580,948

自己株式 △6,009 △6,267

株主資本合計 7,978,953 8,499,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,729 20,857

評価・換算差額等合計 16,729 20,857

純資産合計 7,995,682 8,520,288

負債純資産合計 20,240,027 18,173,650
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 20,827,685 18,751,783

売上原価

製品期首たな卸高 659,601 425,029

当期製品製造原価 17,293,499 16,549,717

合計 17,953,100 16,974,747

製品期末たな卸高 425,029 651,729

売上原価合計 ※1 17,528,070 ※1 16,323,018

売上総利益 3,299,614 2,428,765

販売費及び一般管理費 ※2 1,298,704 ※2 1,239,316

営業利益 2,000,910 1,189,449

営業外収益

受取利息及び配当金 6,234 2,238

受取家賃 31,941 8,294

受取賃貸料 3,192 ※3 3,861

雑収入 10,370 4,718

営業外収益合計 ※3 51,738 19,112

営業外費用

支払利息 25,125 19,228

支払手数料 15,000 17,000

雑損失 36 4,430

営業外費用合計 40,161 40,658

経常利益 2,012,487 1,167,903

特別利益

固定資産売却益 ※4 2,735 ※4 2,317

関係会社株式売却益 2,250 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 20,719

特別利益合計 4,985 23,036

特別損失

固定資産除却損 ※5 15,075 ※5 89

土壌対策引当金繰入額 13,500 －

投資有価証券評価損 21,032 －

固定資産売買契約解除費用 ※6 110,000 －

会員権評価損 1,232 －

減損損失 － ※7 20,000

特別損失合計 160,840 20,089

税引前当期純利益 1,856,632 1,170,850

法人税、住民税及び事業税 838,000 450,740

法人税等調整額 △48,070 59,525

法人税等合計 789,929 510,266

当期純利益 1,066,702 660,584
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,215,000 2,215,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,215,000 2,215,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,709,750 1,709,750

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,709,750 1,709,750

資本剰余金合計

前期末残高 1,709,750 1,709,750

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,709,750 1,709,750

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 145,500 145,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 145,500 145,500

その他利益剰余金

研究開発積立金

前期末残高 250,000 250,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,000 250,000

別途積立金

前期末残高 1,200,000 1,200,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,200,000 1,200,000

繰越利益剰余金

前期末残高 1,481,929 2,464,712

当期変動額

剰余金の配当 △83,918 △139,848

当期純利益 1,066,702 660,584

当期変動額合計 982,783 520,735

当期末残高 2,464,712 2,985,448
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 3,077,429 4,060,212

当期変動額

剰余金の配当 △83,918 △139,848

当期純利益 1,066,702 660,584

当期変動額合計 982,783 520,735

当期末残高 4,060,212 4,580,948

自己株式

前期末残高 △5,346 △6,009

当期変動額

自己株式の取得 △663 △257

当期変動額合計 △663 △257

当期末残高 △6,009 △6,267

株主資本合計

前期末残高 6,996,833 7,978,953

当期変動額

剰余金の配当 △83,918 △139,848

当期純利益 1,066,702 660,584

自己株式の取得 △663 △257

当期変動額合計 982,120 520,477

当期末残高 7,978,953 8,499,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 25,582 16,729

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,853 4,128

当期変動額合計 △8,853 4,128

当期末残高 16,729 20,857

評価・換算差額等合計

前期末残高 25,582 16,729

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,853 4,128

当期変動額合計 △8,853 4,128

当期末残高 16,729 20,857

純資産合計

前期末残高 7,022,415 7,995,682

当期変動額

剰余金の配当 △83,918 △139,848

当期純利益 1,066,702 660,584

自己株式の取得 △663 △257

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,853 4,128

当期変動額合計 973,266 524,606

当期末残高 7,995,682 8,520,288
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,856,632 1,170,850

減価償却費 730,781 634,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,611 6,703

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,796 △21,740

製品保証引当金の増減額（△は減少） △25,000 △27,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 128,000 10,000

土壌対策引当金の増減額（△は減少） 13,500 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,888 △55,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,030 4,445

固定資産除却損 15,075 89

固定資産売却損益（△は益） △2,735 △2,317

減損損失 － 20,000

会員権評価損 1,232 －

関係会社株式売却損益（△は益） △2,250 －

投資有価証券評価損益（△は益） 21,032 －

固定資産売買契約解除費用 110,000 －

受取利息及び受取配当金 △6,234 △2,238

支払利息 25,125 19,228

売上債権の増減額（△は増加） △2,309,116 2,052,294

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,101 614,657

仕入債務の増減額（△は減少） 29,758 △1,010,370

未払又は未収消費税等の増減額 △75,894 △43,256

その他の資産の増減額（△は増加） △283 △424

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,656 △40,049

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △480

小計 335,538 3,329,445

利息及び配当金の受取額 6,234 2,238

利息の支払額 △26,408 △19,591

法人税等の支払額 △823,196 △984,167

営業活動によるキャッシュ・フロー △507,832 2,327,925
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △271,087 △73,320

有形固定資産の売却による収入 2,784 2,750

長期前払費用の取得による支出 △4,000 －

投資有価証券の取得による支出 △743 △357

関係会社株式の売却による収入 3,750 －

貸付けによる支出 △350 －

貸付金の回収による収入 14,596 243

その他の支出 △110,000 △395

その他の収入 180 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △364,869 △70,839

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 375,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △1,063,100 △932,600

自己株式の取得による支出 △663 △257

配当金の支払額 △83,285 △139,472

財務活動によるキャッシュ・フロー △772,048 △572,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,644,750 1,684,755

現金及び現金同等物の期首残高 4,472,974 2,828,224

現金及び現金同等物の期末残高 2,828,224 4,512,980
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(5)【重要な会計方針】

項目
第112期

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価

基準及び評価方

法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算末日の市場価格等に基づく時価法

  (評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定)

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

 時価のないもの

同左

関連会社株式 

 移動平均法による原価法

関連会社株式

同左

２ たな卸資産の評

価基準及び評価

方法

製品・仕掛品……個別法による原価法 

原材料……先入先出法による原価法 

貯蔵品……移動平均法による原価法

  なお、貸借対照表価額は、収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法により算定し

ている。

同左

３ 固定資産の減価

償却の方法

有形固定資産……定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を除く)については、

定額法。 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっている。

有形固定資産

同左

無形固定資産……定額法 

 なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっている。 

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)につ

いては、社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法。

無形固定資産

同左

投資その他の資産……定額法 

 なお、償却期間については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっている。

投資その他の資産

同左

４ 引当金の計上基

準

(1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上している。

  一般債権……貸倒実績率法

  貸倒懸念債権及び破産更生債権

      ……財務内容評価法

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与に充てる

ため、将来の支給見込額のうち当期の負

担額を計上している。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 製品保証引当金

  売上製品の保証費用に充当するため、

保証費用見積額を計上している。

(3) 製品保証引当金

同左

(4) 受注損失引当金

  受注案件の損失に備えるため、当期末

手持受注案件のうち当期末において損失

が確実視され、かつ、その金額を合理的

に見積ることができるものについては、

翌期以降に発生が見込まれる損失を引当

計上している。

(4) 受注損失引当金

同左
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項目
第112期

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(5) 土壌対策引当金

  土壌汚染対策法に基づき、旧長崎工場

跡地につき、適切かつ適正な処理を図る

ため、翌期以降の土壌調査費用につい

て、当事業年度末における見積額を引当

計上している。

(5) 土壌対策引当金

同左

(6) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産に

基づき、期末において発生していると認

められる額を計上している。

  なお、会計基準変更時差異(197,396千

円)については、15年による按分額を費

用計上している。

  数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(13年)による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしてい

る。

(6) 退職給付引当金

         同左

(7) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ている。

(7) 役員退職慰労引当金

同左

５ ヘッジ会計の方

法

(1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては、特例処理の

要件を充たしているため特例処理によっ

ている。

 

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：金利スワップ取引 

  ヘッジ対象：変動金利借入

     

(3) ヘッジ方針

  将来の金利変動リスクを回避する目的

でヘッジしている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  特例処理によっている金利スワップの

ため、有効性の判定は省略している。

６ キャッシュ・フ

ロー計算書にお

ける資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資。

同左

７ その他財務諸表

作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜き方式によっ

ている。

消費税等の会計処理

同左
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  【追加情報】 

 
  

 該当事項なし。 

(6)【重要な会計方針の変更】

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準等)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっている。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いる。

これにより、損益に与える影響はない。

 当事業年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日)

を適用している。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響はない。

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

 有形固定資産に計上している一部の機械及び装置の耐

用年数については、当事業年度より法人税法の改正を契

機として見直しを行い、耐用年数を11年から９年に変更

している。 

 この結果、当期の営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ50,558千円減少している。

  

                 ―――――――

(7)【継続企業の前提に関する注記】
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  リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプ 

   ション等、企業結合等に関する注意事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな 

   いと考えられるため、開示を省略している。 

  

 
  

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第112期
(平成21年３月31日)

第113期
(平成22年３月31日)

※１ このうち、担保に供している資産は次のとおりで

ある。

建物 2,284,438千円 (2,284,438千円)

構築物 98,069千円 ( 98,069千円)

機械及び装置 341,467千円 ( 341,467千円)

計 2,723,975千円 (2,723,975千円)

※１ このうち、担保に供している資産は次のとおりで

ある。

建物 2,166,800千円 (2,166,800千円)

構築物 85,671千円 ( 85,671千円)

機械及び装置 261,923千円 (261,923千円)

計 2,514,395千円 (2,514,395千円)

 

   上記に対応する債務は次のとおりである。

長期借入金 1,370,000千円 (1,370,000千円)

１年内に返済 
期の到来する 
長期借入金

502,500千円 ( 502,500千円)

計 1,872,500千円 (1,872,500千円)

   (注) ( )書の数字は財団抵当に供している資産

及びこれに対応する債務であり、いずれも

内数である。

 

   上記に対応する債務は次のとおりである。

長期借入金 1,107,200千円 (1,107,200千円)

１年内に返済
期の到来する 
長期借入金

262,800千円 (262,800千円)

計 1,370,000千円 (1,370,000千円)

   (注) ( )書の数字は財団抵当に供している資産

及びこれに対応する債務であり、いずれも

内数である。

※２ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。

(流動資産)

 売掛金 244,164千円

(流動負債)

 支払手形 544,084千円

 買掛金 162,335千円

 未払金・未払費用・前受金 312,736千円

※２ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。

(流動資産)

 売掛金 722,078千円

(流動負債)

 支払手形 357,361千円

 買掛金 179,190千円

 未払金・未払費用・前受金 267,080千円

 

  ３ 当社は資金調達の機動性確保のため取引銀行10行

とコミットメントライン契約を締結している。こ

れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりである。

 コミットメントラインの総額 2,000,000千円

 借入実行残高 ―千円

 差引額 2,000,000千円
 

  ３  当社は資金調達の機動性確保のため取引銀行11行

とコミットメントライン契約を締結している。こ

れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりである。

 コミットメントラインの総額 2,000,000千円

 借入実行残高 ―千円

 差引額 2,000,000千円
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(損益計算書関係)

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 売上原価には、たな卸資産の収益性の低下による

簿価切下額34,176千円が含まれている。

※１ 売上原価には、たな卸資産の収益性の低下による

簿価切下額27,805千円が含まれている。

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は53％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

47％である。

主要な費目及び金額は次のとおりである。

報酬・給料手当 392,318千円

荷造発送費 208,338

販売手数料 224,852

賞与引当金繰入額 13,786

減価償却費 9,506

役員退職引当金繰入額 15,888

退職給付引当金繰入額 9,989

不動産賃借料 49,140

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は53％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

47％である。

主要な費目及び金額は次のとおりである。

報酬・給料手当 377,501千円

荷造発送費 208,950

販売手数料 194,987

賞与引当金繰入額 10,577

減価償却費 8,600

役員退職引当金繰入額 13,499

退職給付引当金繰入額 13,522

不動産賃借料 32,649

※３ 関係会社との取引高は次のとおりである。

営業外収益 11,820千円

※３ 関係会社との取引高は次のとおりである。

営業外収益(受取賃貸料) 3,561千円

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。

工具・器具及び備品 2,735千円

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。

機械及び装置 2,317千円

 

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

機械及び装置 9,770千円

工具・器具及び備品 5,305

計 15,075千円
 

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

車両及び運搬具 77千円

工具・器具及び備品 11

計 89千円

※６ 固定資産売買契約解除費用は、旧長崎工場跡地に

係る売買契約合意解除解決和解金等である。   

※７  ――――

 

※６ ――― 

 

※７ 減損損失

用途 場所 種類
減損金額

（千円）

賃貸不動産
長崎県 土地 12,000

諫早市 建物 8,000

当社は、原則として、事業用資産については単

一のグルーピングを行っており、遊休不動産等に

ついては個別資産ごとにグルーピングを行ってお

ります。

当該事業年度において、事業の用に供しない賃

貸不動産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(20,000千円)として特別損

失に計上しました。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味

売却可能価額により測定しており、土地及び建物

は不動産鑑定評価額等により評価しております。
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第112期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3,230株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

第113期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加    2,198株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 28,000,000 ― ― 28,000,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 27,089 3,230 ― 30,319

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 83,918 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 139,848 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 28,000,000 ― ― 28,000,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,319 2,198 ― 32,517

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 139,848 5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 83,902 3 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,828,224千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 2,828,224千円

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,512,980千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 4,512,980千円

(持分法投資損益等)

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

関連会社に対する投資の金額 870千円 870千円

持分法を適用した場合の投資の金額 4,932千円 6,586千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,849千円 1,653千円

(税効果会計関係)

第112期 
(平成21年３月31日)

第113期 
(平成22年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳

(繰延税金資産)
未払事業税否認 49,808千円 4,844千円
貸倒引当金否認 740千円 3,465千円
賞与引当金否認 32,601千円 23,762千円
製品保証引当金否認 37,407千円 26,429千円
受注損失引当金否認 60,990千円 65,056千円
土壌対策引当金 5,489千円 5,489千円
投資有価証券評価損否認 14,966千円 14,559千円
役員退職引当金繰入額否認 67,261千円 44,635千円
少額減価償却資産否認 1,121千円 956千円
退職給付引当金否認 83,404千円 85,105千円
棚卸資産評価損否認 
減損損失

65,536千円
 ―

76,842千円
8,132千円

その他 4,032千円 11,724千円
繰延税金資産小計 423,360千円 371,003千円

評価性引当額 △232,289千円 △239,458千円
繰延税金資産合計 191,070千円 131,544千円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △11,402千円 △16,632千円
繰延税金負債合計 △11,402千円 △16,632千円
繰延税金資産(又は負債)の純額 179,667千円 114,912千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主な項目別の内
訳
法定実効税率 法定実効税率と税効果会計 40.6%
(調整) 適用後の法人税等の負担率
交際費等永久に損金に算入されない項目 との差異が法定実効税率の 1.1%
受取配当等永久に益金に算入されない項目 百分の五以下であるため注 △0.0%
住民税均等割等 記を省略している。 0.4%
評価性引当額の増減 0.6%
その他 0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6%
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第112期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
１ 採用している退職給付制度の概要 

適格退職年金制度を採用している。この他、勤続20年以上の退職者に対して功労加算金を支給してい
る。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 
３ 退職給付費用に関する事項 

 
４ 退職給付債務等の計算に関する事項 

 
(各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。) 

 
  

第113期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
１ 採用している退職給付制度の概要 

適格退職年金制度を採用している。この他、勤続20年以上の退職者に対して功労加算金を支給してい
る。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 
３ 退職給付費用に関する事項 

 
４ 退職給付債務等の計算に関する事項 

 
(各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。) 

 
  

(退職給付関係)

 ① 退職給付債務 △519,581千円
 ② 年金資産 146,313千円

 ③  小計(①＋②) △373,267千円
 ④ 会計基準変更時差異の未処理額 61,751千円
 ⑤ 未認識数理計算上の差異 110,863千円

 ⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤) △200,652千円

 ① 勤務費用 26,630千円
 ② 利息費用 12,148千円
 ③ 期待運用収益 △3,924千円
 ④ 数理計算上の差異の費用処理額 6,497千円
 ⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 10,291千円

 ⑥ 退職給付費用 51,643千円

 ① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
 ② 割引率 2.0％
 ③ 期待運用収益率 2.0％
 ④ 数理計算上の差異の処理年数 13年

 ⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

 ① 退職給付債務 △494,111千円
 ② 年金資産 135,065千円

 ③  小計(①＋②) △359,045千円
 ④ 会計基準変更時差異の未処理額 51,459千円
 ⑤ 未認識数理計算上の差異 102,487千円

 ⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤) △205,097千円

 ① 勤務費用 33,484千円
 ② 利息費用 10,391千円
 ③ 期待運用収益 △2,926千円
 ④ 数理計算上の差異の費用処理額 14,449千円
 ⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 10,291千円

 ⑥ 退職給付費用 65,691千円

 ① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
 ② 割引率 2.0％
 ③ 期待運用収益率 2.0％
 ④ 数理計算上の差異の処理年数 13年

 ⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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第113期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

 (追加情報） 

 当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成

20年11月28日）を適用しております。 

  

当社は、長崎県諫早市において、遊休不動産(土地）及び賃貸不動産(土地・建物）を有しており、平成22

年3月期における遊休不動産に係る賃貸損益は、賃貸費用として△10,689千円であります。また、賃貸不動

産に関する賃貸損益は△17,373千円（賃貸収益は8,414千円、賃貸費用は5,788千円、減損損失は20,000千

円）であります。 

 

賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時

価の算定方法は以下のとおりです。 

                                     （単位：千円） 

 
(注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で 

      あります。 

    ２．当該事業年度の主な減少額は、減価償却費2,126千円及び減損損失20,000千円等でありま 

      す。 

    ３．時価の算定方法は、主として不動産鑑定評価額に基づいて算定しております。 

      尚、遊休不動産のうち旧長崎工場跡地については、地下埋設物や土壌汚染等の可能性を考 

      慮外としております。 

  

(賃貸等不動産関係)

貸借対照表計上額 決算日における時

価前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

遊休不動産（土地） 374,691 0 374,691 867,500

賃貸不動産（土地・建物） 168,534 △22,126 146,407 150,400

合計 543,226 △22,126 521,099 1,017,900
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(注) 算定上の基礎 

  

1.１株当たり純資産額 
  

 
  

2.１株当たり当期純利益 
  

 
  

第112期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項なし。 

  

第113期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項なし。 

  

(１株当たり情報)

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 285.87円 １株当たり純資産額 304.65円

１株当たり当期純利益 38.14円 １株当たり当期純利益 23.62円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

第112期
(平成21年３月31日)

第113期 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 7,995,682 8,520,288

純資産の部の合計額から控除
する金額

(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産
額

(千円) 7,995,682 8,520,288

１株当たり純資産額の算定に
用いられた期末の普通株式の
数

(千株) 27,969 27,967

第112期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第113期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益 (千円) 1,066,702 660,584

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 1,066,702 660,584

期中平均株式数 (千株) 27,971 27,968

(重要な後発事象)
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  １．代表者の異動 

     該当事項はありません。 

  ２．その他役員の異動(6月29日付） 

  (1)新任取締役候補 

     取締役 石  岡 正 憲 (現 株式会社ケイ・エヌ・マリタイム 代表取締役社長） 

     取締役 貝 屋 秀 樹 (現 東洋船舶株式会社 舶用機器営業部長） 

     取締役 吉 川 佳 伸 (現 三菱重工業株式会社神戸造船所 機械工作部長） 

   (2)退任予定取締役 

      取締役 藤 井 孝 紀 

      取締役 佐久間 秀 治 

      取締役 髙 口 宙 之 

                 （単位：百万円、百万円未満切捨て） 

 
  

  (3)受注状況 

                   （単位：百万円、百万円未満切捨て） 

5. その他

(1) 役員の異動

 

  

(2) 製品別売上高明細表

種別
前期 当期

増減金額
売上高 売上高

 
 

舶用内燃機関 16,232 13,918 △ 2,313

 
修理・部品 

 
4,595 4,833 238 

 
合計 
 

20,827 18,751 △ 2,075

種別
前期 当期

金  額 構成比 金  額 構成比

受
注
高

％ ％

舶用内燃機関 12,067 68.8 7,888 67.0

修理・部品 5,478 31.2 3,879 33.0

合計 17,546 100.0 11,767 100.0

受
注
残
高

％ ％

舶用内燃機関 20,673 92.5 14,643 95.4

修理・部品 1,667 7.5 713 4.6

合計 22,341 100.0 15,356 100.0
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