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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 8,398 △52.4 1,133 83.6 1,065 108.6 1,747 507.2

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

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

23年3月期第1四半期 10.89 ―

22年3月期第1四半期 1.79 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 82,162 25,879 31.5 161.27

22年3月期 80,840 25,126 31.1 156.57

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 25,879百万円 22年3月期 25,126百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― ― ― 4.00 4.00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) ― ― 5.00 5.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（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)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) 23,000 △30.9 3,000 △25.4 2,850 △19.0 2,900 41.2 18.07

通期 65,000 2.1 6,000 △25.3 5,700 △23.0 5,000 33.9 31.16



 

 
   (注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

 ※ 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、四半

期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

  (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年3月期1Ｑ 161,955,000株 22年3月期 161,955,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 1,478,961株 22年3月期 1,478,734株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 160,476,114株 22年3月期1Ｑ 160,478,885株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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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、経済成長が続く中国をはじめとした新興国の内需拡
大に伴い輸出が増加するなど一部で回復の兆しがあったものの、雇用情勢の改善が遅れるなど景気回復は
自立性に乏しく、欧州の財政不安を発端として円高傾向が継続し株式市場も下落が続くなど、景気動向に
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、新造船の受注を再開したことなどから
前年同四半期比129.4％増加の8,720百万円となりました。連結売上高については、一部の新造船の売上計
上基準について工事完成基準を適用したことなどから前年同四半期比52.4％減少の8,398百万円となりま
した。当第１四半期連結会計期間末の連結受注残高は、上記のとおり新造船の新規受注はあったものの、
前期において新造船の受注を行わなかったこと及び前期までに受注していた新造船８隻の建造契約を解約
したことなどにより、前年同四半期末比48.6％減少の115,083百万円となりました。損益面では、前年同
四半期に比べ採算の良い新造船を売上に計上したことなどから船舶部門の採算が改善し、連結営業利益は
前年同四半期比83.6％増加の1,133百万円、経常利益は前年同四半期比108.6％増加の1,065百万円となり
ました。四半期純利益は新造船建造契約解約に係る解約料を特別利益に計上したことなどから前年同四半
期比507.2％増加の1,747百万円となりました。 
 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  

船舶部門の受注高は、新造船として75千重量トンバルクキャリアー２隻を受注したほか、米海軍艦船等
の修理工事及び一般商船の修理工事等を加え7,714百万円となりました。売上高は、一部の新造船の売上
計上基準について工事完成基準を適用したことなどから6,601百万円となりました。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、180千重量トンバルクキャリアー１隻の計２
隻です。これに加え、前期までに受注していた新造船８隻の建造契約を解約した結果、新造船の受注残は
18隻となりました。損益面では、前年同四半期に比べ採算の良い新造船を売上に計上したことなどからセ
グメント利益は555百万円となりました。 

機械部門の受注高は、機器工事として船舶用機器や一般産業機械等で736百万円となりました。売上高
は橋梁事業から撤退したことなどにより1,527百万円となりました。損益面では、売上高の減少等により
セグメント利益は472百万円となりました。 

主な事業の内訳は給食事業その他で、受注高は269百万円となりました。売上高は269百万円となりまし
た。セグメント利益は12百万円となりました。 
  

  

流動資産は、前連結会計年度末比2,494百万円増加し48,512百万円となりました。これは主として新造
船の引渡し等による現金及び預金の増加によるものであります。なお、一部の新造船の売上計上基準につ
いて工事完成基準を適用したことから、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比6,496百万円減少した
一方で、仕掛品が5,946百万円増加しております。固定資産は、前連結会計年度末比1,172百万円減少し
33,650百万円となりました。これは主として減価償却等に伴う有形固定資産の減少及び株式市況の下落に
伴う投資有価証券の減少等によるものです。 
 この結果、資産合計は前連結会計年度末比1,322百万円増加し82,162百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末比180百万円増加し40,499百万円となりました。これは主として前受金
の減少はあったものの、四半期純利益の計上に伴い未払法人税等が増加したことなどによるものでありま
す。固定負債は、前連結会計年度末比388百万円増加し15,783百万円となりました。これは主として長期
借入金の増加等によるものであります。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末比569百万円増加し56,283百万円となりました。 
  

純資産合計は、株式市況の下落によりその他有価証券評価差額金が減少したものの、四半期純利益の計
上に伴う利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比752百万円増加し25,879百万円となりました。 
  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 船舶

② 機械

③ その他 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）
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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22年5月26日
に公表いたしました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。 
  
  

(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。 
  

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ0百万円、税金等調整前四半期純利益は8百万円減少し

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

佐世保重工業株式会社（7007）　平成23年3月期　第1四半期決算短信

―4―



3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,705 22,876

受取手形及び売掛金 10,658 17,155

有価証券 70 40

商品及び製品 17 16

仕掛品 9,089 3,143

原材料及び貯蔵品 947 580

繰延税金資産 455 308

その他 2,568 1,898

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 48,512 46,017

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,767 9,917

土地 7,546 7,567

その他（純額） 10,088 10,575

有形固定資産合計 27,402 28,060

無形固定資産 221 239

投資その他の資産

投資有価証券 3,438 4,052

繰延税金資産 2,278 2,035

その他 580 706

貸倒引当金 △271 △271

投資その他の資産合計 6,025 6,522

固定資産合計 33,650 34,822

資産合計 82,162 80,840

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,270 16,168

設備関係支払手形 788 610

短期借入金 4,906 4,068

未払法人税等 1,444 159

前受金 15,631 16,960

保証工事引当金 56 56

受注工事損失引当金 590 5

その他 1,812 2,289

流動負債合計 40,499 40,319

固定負債

長期借入金 9,969 9,614

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 5,512 5,430

特別修繕引当金 39 35

その他 258 311

固定負債合計 15,783 15,394

負債合計 56,283 55,713
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

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 13,281 12,175

自己株式 △976 △976

株主資本合計 25,867 24,761

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12 365

評価・換算差額等合計 12 365

純資産合計 25,879 25,126

負債純資産合計 82,162 80,840
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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：百万円）

前第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１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 17,659 8,398

売上原価 16,352 6,675

売上総利益 1,306 1,722

販売費及び一般管理費 689 589

営業利益 617 1,133

営業外収益

受取利息及び配当金 40 39

その他 17 6

営業外収益合計 57 46

営業外費用

支払利息 48 65

為替差損 110 35

その他 5 13

営業外費用合計 164 114

経常利益 510 1,065

特別利益

契約解約益 － 2,042

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 － 22

特別利益合計 1 2,064

特別損失

固定資産売却損 1 －

固定資産処分損 14 8

減損損失 － 34

投資有価証券評価損 0 －

その他 － 7

特別損失合計 15 51

税金等調整前四半期純利益 497 3,078

法人税、住民税及び事業税 190 1,488

法人税等調整額 18 △157

法人税等合計 209 1,330

少数株主損益調整前四半期純利益 287 1,747

少数株主利益 － －

四半期純利益 287 1,747
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 497 3,078

減価償却費 762 891

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 －

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 195 585

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46 82

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 6 4

受取利息及び受取配当金 △40 △39

支払利息 48 65

為替差損益（△は益） 0 0

固定資産売却損益（△は益） 0 △0

固定資産処分損益（△は益） 14 8

減損損失 － 34

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,541 6,496

たな卸資産の増減額（△は増加） 470 △6,314

未収消費税等の増減額（△は増加） 187 △171

その他の流動資産の増減額（△は増加） △333 △501

仕入債務の増減額（△は減少） △2,046 △134

前受金の増減額（△は減少） △1,336 △1,329

その他の流動負債の増減額（△は減少） △842 △623

小計 △3,920 2,132

利息及び配当金の受取額 36 38

利息の支払額 △59 △73

法人税等の支払額 △1,831 △190

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,774 1,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △2,011 △831

有形固定資産の除却による支出 － △15

有形固定資産の売却による収入 2 0

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 30

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 27 67

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,484 △748
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（単位：百万円）

前第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１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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） 3,247 300

長期借入れによる収入 － 1,100

長期借入金の返済による支出 △218 △207

配当金の支払額 △802 △482

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △3 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,221 701

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,037 1,859

現金及び現金同等物の期首残高 16,898 22,916

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,860 24,776
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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。 

  

前第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。 

  

(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・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

【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) 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
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    当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報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20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

    当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社の組織体制は、経営資源の全体 適配分や事業部別の詳細な損益管理などを目的とした事業部制組織と

なっております。従って、当社は事業部を基礎とした製品別セグメントから構成されており、「船舶」及び

「機械」の２つを報告セグメントとしております。 

 「船舶」は、油送船、ばら積貨物船及び艦艇、海洋調査船等の建造、改造及び修理をしております。「機

械」は、クランク軸等各種ディーゼル機関部品、フィンスタビライザー等各種舶用機械及び製鉄機械等の製造

販売をしております。 

  当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

                                   （単位：百万円） 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業、 

    ゴルフ場事業及び運輸事業等を含んでおります。 

   ２ 各セグメントに配分している一般管理費等の全社費用は予算金額を基に行っており、 

    実際発生額との予算差異については配分しておりません。セグメント利益の調整額とし 

    て計上している93百万円には、この予算差異を計上しております。 

   ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

 （追加情報）

  1.報告セグメントの概要

  ２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

船舶 機械 計

売上高

外部顧客に対する売上高 6,601 1,527 8,128 269 8,398 ― 8,398

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― 509 509 △509 ―

計 6,601 1,527 8,128 779 8,908 △509 8,398

セグメント利益 555 472 1,027 12 1,039 93 1,133

(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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（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） 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11,659

百万円、機械645百万円を、前第１四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶29,678百万円、機械4,590百万

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）

 
  

  

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当連結会計年度 
( 22/4～22/6 )

前連結会計年度
( 21/4～21/6 )

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

船 舶 15,170 90.5 17,144 87.0 △1,973 △11.5

機 械 1,321 7.9 2,294 11.6 △960 △42.4

その他 269 1.6 274 1.4 △18 △1.8

合計 16,761 100.0 19,713 100.0 △2,952 △15.0

当連結会計年度 
( 22/4～22/6 )

前連結会計年度
( 21/4～21/6 )

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

船 舶 7,714 88.5 1,377 36.2 6,336 459.9

機 械 736 8.4 2,149 56.6 △1,400 △65.7

その他 269 3.1 274 7.2 △18 △1.8

合計 8,720 100.0 3,802 100.0 4,918 129.4

当連結会計年度 
( 22/4～22/6 )

前連結会計年度
( 21/4～21/6 )

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

船 舶 110,729 96.2 211,504 94.4 △100,774 △47.7

機 械 4,354 3.8 12,543 5.6 △8,188 △65.3

その他 ― ― ― ― ― ―

合計 115,083 100.0 224,047 100.0 △108,963 △48.6

当連結会計年度 
( 22/4～22/6 )

前連結会計年度
( 21/4～21/6 )

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

船 舶 6,601 78.6 14,739 83.5 △8,138 △55.2

機 械 1,527 18.2 2,645 15.0 △1,104 △42.2

その他 269 3.2 274 1.5 △18 △1.8

合計 8,398 100.0 17,659 100.0 △9,260 △52.4
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