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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 5,691 △20.1 307 △46.2 326 △40.9 200 △38.3

22年3月期第2四半期 7,121 △21.2 571 △42.2 552 △45.5 325 △48.1

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

23年3月期第2四半期 13.11 ―

22年3月期第2四半期 21.26 ―

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2四半期 17,002 8,044 47.3 525.56
22年3月期 16,943 8,010 47.3 523.27

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,044百万円 22年3月期  8,010百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― ― ― 6.00 6.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 12,000 △11.1 450 △45.7 400 △53.5 250 △48.9 16.33



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、[添付資料] ２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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2Q  15,400,000株 22年3月期  15,400,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  92,759株 22年3月期  91,341株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  15,307,950株 22年3月期2Q  15,309,194株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成22年10月22日付の「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．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当たっての注意事項等につい
ては、[添付資料] ２ページ「当四半期の業績等に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国の景気は、緩やかに回復しつつあるものの、海外経済の減速や円高のマインド面へ

の影響などから、輸出や生産の増加ペースは鈍化しており、改善の動きは弱まっております。先行きにつきまして

は、米国経済を中心とする不確実性が強い状況が続くもとで、景気の下振れリスクには注意が必要な状況にありま

す。 

 このような状況の中、当第２四半期の海運業界はバルクキャリアをはじめとする荷動きの回復により業績は回復

基調にありましたが、不定期船市況は下落するなど先行き不透明であり、また、造船業界は、新規建造案件は2012

年以降納期の新規契約の進展が乏しく、受注量の減少、船価の下落、金融引き締めを受け、厳しい状況を強いられ

ております。 

 当社におきましても、当第２四半期の売上高は5,691百万（前年同期比20.1％減）となり、利益面においても経

常利益は326百万円（前年同期比40.9％減）と減収減益となりました。しかしながら収益性の高い部分品及び修理

工事の売上が計画を上回ったことや、材料価格の高騰が落ち着きを見せるなか、労務費や経費を中心にコスト削減

に努めたことなどから、予定した業績を達成することができました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は17,002百万円となり、前事業年度末に比べ58百万円増加いたしました。主な要因は、大

型工作機械設備の導入等による固定資産の増加（166百万円）、その支払等による流動資産の減少（108百万円）によ

るものです。 

当第２四半期末の負債合計は8,957百万円となり、前事業年度末に比べ23百万円増加いたしました。仕事量の減少

による支払手形及び買掛金の減少（85百万円）、設備資金調達による長期借入金の増加（142百万円）等によるもの

です。 

当第２四半期末の純資産の部は8,044百万円となり、前事業年度末に比べ34百万円増加いたしました。主な要因

は、当四半期純利益（200百万円）の計上、配当金の支払（91百万円）、その他有価証券評価差額金の減少（74百万

円）等によるものです。この結果、当第２四半期末における自己資本比率は47.3％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月22日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想から修正は行っておりませ

ん。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿

価切下げを行う方法によっております。 

② 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  

   法人税等の算定に関しては、四半期会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によ

っております。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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期会計期間より、「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、税引前四半期純利益が４百万円減少しております。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,329,947 3,712,483

受取手形及び売掛金 4,039,305 3,844,647

仕掛品 3,061,792 2,896,013

原材料及び貯蔵品 551,840 590,912

その他 236,418 291,009

貸倒引当金 △6,976 △14,039

流動資産合計 11,212,328 11,321,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,032,856 2,100,204

機械及び装置（純額） 2,074,410 1,381,710

その他（純額） 735,897 1,067,784

有形固定資産合計 4,843,164 4,549,700

無形固定資産 26,167 31,768

投資その他の資産   

その他 957,043 1,084,364

貸倒引当金 △36,666 △42,998

投資その他の資産合計 920,376 1,041,365

固定資産合計 5,789,708 5,622,834

資産合計 17,002,036 16,943,861

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,446,609 2,532,330

短期借入金 1,332,748 1,275,720

未払法人税等 142,410 61,521

引当金 263,055 256,240

その他 1,497,184 1,536,729

流動負債合計 5,682,007 5,662,541

固定負債   

社債 456,000 509,200

長期借入金 2,303,530 2,161,058

退職給付引当金 207,257 243,225

役員退職慰労引当金 139,041 141,221

資産除去債務 4,600 －

その他 164,688 216,051

固定負債合計 3,275,117 3,270,756

負債合計 8,957,125 8,933,298
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,510,000 1,510,000

資本剰余金 926,345 926,345

利益剰余金 5,576,511 5,467,603

自己株式 △30,933 △30,699

株主資本合計 7,981,923 7,873,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,987 137,313

評価・換算差額等合計 62,987 137,313

純資産合計 8,044,911 8,010,563

負債純資産合計 17,002,036 16,943,861
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,121,445 5,691,177

売上原価 5,700,858 4,604,086

売上総利益 1,420,586 1,087,090

販売費及び一般管理費 849,301 779,615

営業利益 571,285 307,475

営業外収益   

受取利息 2,339 1,456

受取配当金 10,683 10,327

スクラップ売却益 9,405 16,780

助成金収入 8,314 29,062

その他 4,374 7,980

営業外収益合計 35,116 65,605

営業外費用   

支払利息 29,684 42,092

社債発行費 18,789 －

その他 5,166 4,570

営業外費用合計 53,641 46,663

経常利益 552,760 326,418

特別利益   

固定資産売却益 － 4,528

貸倒引当金戻入額 256 5,928

特別利益合計 256 10,457

特別損失   

投資有価証券評価損 7,838 －

ゴルフ会員権評価損 7,170 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,600

その他 264 93

特別損失合計 15,273 4,693

税引前四半期純利益 537,744 332,181

法人税等合計 212,247 131,422

四半期純利益 325,497 200,759
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 537,744 332,181

減価償却費 269,152 360,175

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,939 △13,395

受取利息及び受取配当金 △13,022 △11,783

支払利息及び手形売却損 33,069 42,998

固定資産除却損 264 －

固定資産除売却損益（△は益） － △4,434

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,600

投資有価証券評価損益（△は益） 7,838 －

売上債権の増減額（△は増加） 75,501 △381,922

割引手形の増減額（△は減少） 372,573 187,264

たな卸資産の増減額（△は増加） 153,616 △51,707

その他の資産の増減額（△は増加） △14,825 △18,282

仕入債務の増減額（△は減少） △1,031,694 △85,720

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,248 △12,248

その他の引当金の増減額（△は減少） △22,751 △31,333

その他の負債の増減額（△は減少） 783,036 38,026

小計 1,121,316 354,418

利息及び配当金の受取額 13,311 11,783

利息の支払額 △29,511 △41,785

法人税等の支払額 △259,903 △45,234

営業活動によるキャッシュ・フロー 845,213 279,182

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 △83,000 △56,500

定期預金の払戻による収入 338,000 48,000

有形固定資産の取得による支出 △1,049,147 △738,396

有形固定資産の売却による収入 － 10,300

無形固定資産の取得による支出 △700 －

投資有価証券の取得による支出 △1,842 △1,734

貸付けによる支出 △14,769 △7,615

貸付金の回収による収入 6,553 7,619

投資その他の資産の増減額（△は増加） 21,017 2,308

投資活動によるキャッシュ・フロー △783,888 △736,019

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） － △8,000

長期借入れによる収入 600,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △201,840 △192,500

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 △82,200 △42,200

自己株式の純増減額（△は増加） △146 △233

配当金の支払額 △106,840 △91,265

財務活動によるキャッシュ・フロー 708,972 65,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 770,297 △391,035

現金及び現金同等物の期首残高 2,538,778 3,192,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,309,075 2,801,407
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 生産、受注及び販売の状況 

(１) 生産実績 

当第２四半期会計期間の生産実績は次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(２) 受注状況 

当第２四半期会計期間における受注状況は次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(３) 販売実績 

当第２四半期会計期間の販売実績は次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

 セグメントの名称 

 当第２四半期会計期間 

（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日）  

 内燃機関関連事業（千円） 2,952,205

 セグメントの名称  受注高（千円）  受注残高（千円） 

 内燃機関関連事業 3,066,491 10,622,329

 セグメントの名称 

 当第２四半期会計期間 

（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日）  

 内燃機関関連事業（千円） 2,952,205
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