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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 7,166 △17.1 355 △40.8 351 △41.2 142 △61.5
22年3月期第2四半期 8,645 7.6 601 △31.6 596 △33.1 369 △28.0

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 5.09 ―
22年3月期第2四半期 13.22 ―

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 17,841 8,572 48.0 306.53
22年3月期 18,173 8,520 46.9 304.65

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,572百万円 22年3月期  8,520百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
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  有   

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 13,645 △27.2 279 △76.5 259 △77.8 100 △84.8 3.58



(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】P.４「その他」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 28,000,000株 22年3月期  28,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  34,485株 22年3月期  32,517株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 27,966,497株 22年3月期2Q 27,969,167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、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おります。 

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における日本経済は、新興国需要や今夏の猛暑に加え、景気対策効果などにより

回復傾向を維持してきましたが、米国経済の減速懸念や15年ぶりの円高は、新たな足かせとなりつつあり

ます。 

一方、わが国造船業界でも、他業界同様最近の円高と資源高は過剰建造能力問題と相俟って、今後の大

きな試練となることは避けられず、更なるコストダウン努力が不可欠となってきます。 

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が、当第２四半期累計期間の売

上高は、主力製品である舶用内燃機関では、53億2千8百万円となり、主機関の納入時期変更(下期)によ

り、前年同四半期と比べ△9億8百万円（△14.6％）、修理・部品等は18億3千7百万円と前年同四半期と比

べ△5億7千万円（△23.7％）、売上高の総額は71億6千6百万円と前年同四半期と比べ△14億7千9百万円

（△17.1％）の各々減収となりました。 

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・販管費の圧縮に最大限注力いたしまし

たが、営業利益は３億５千５百万円と前年同四半期と比べ△２億４千５百万円(△40.8％)、経常利益は３

億５千１百万円と前年同四半期に比べ△２億４千５百万円(△41.2％)、四半期純利益は１億４千２百万円

と前年同四半期と比べ△２億２千７百万円(△61.5％)の各々減益となりました。 

  

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2.0％減少、132億9千3百万円となりました。これは、主として現金

及び預金が2億7千2百万円、受取手形が2億9千6百万円増加、売掛金が6億7千4百万円減少したことなど

によります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ1.4％減少、45億4千7百万円となりました。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1.8％減少、178億4千1百万円となりました。 

  

（ロ）負債 

流動負債は、前事業年度末に比べ7.7％減少、65億4千万円となりました。これは、主として前受金が

3億9千6百万円、未払法人税等が1億3千5百万円増加、支払手形及び買掛金が10億4千1百万円減少したこ

となどによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ6.2％増加、27億2千9百万円となりました。これは、主として資産

除去債務及びリース債務が1億1千8百万円、引当金が3千9百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ4.0％減少、92億6千9百万円となりました。 

  

（ハ）純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べ0.6％増加、85億7千2百万円となりました。これは、主として利

益剰余金が5千8百万円増加したことなどによります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2億7千2百万円増

加し、47億8千5百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ11億8千万円減少し、4億1千万円の収

入となりました。前年同四半期に対する主な減少要因は、売上債権、たな卸資産、仕入債務等による

ものであります。 

  

（投資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・フローは、前年同四半期に比べ5百万円減少し、5千9百万円の支出と

なりました。前年同四半期に対する主な減少要因は、有形固定資産の取得、固定資産の除去等による

ものであります。 

  

（財務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・フローは、前年同四半期に比べ1億5千2百万円増加し、7千7百万円の

支出となりました。前年同四半期に対する主な増加要因は、長期借入金の返済等によるものでありま

す。 

  
  

通期の業績につきましては、第２四半期累計期間の業績が予想を上回る進捗率となっていることから、

平成22年5月14日に公表いたしました業績予想の修正を本日（平成22年11月12日）行いました。 

なお、第２四半期累計期間の業績予想の修正につきましては、平成22年10月25日公表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  
  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、営業利益、経常利益は1,278千円及び税引前四半期純利益は11,196千円それぞれ減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は34,649千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 4,785,728 4,512,980

受取手形及び売掛金 5,007,367 5,385,230

製品 627,300 651,729

仕掛品 2,232,785 2,351,897

原材料及び貯蔵品 525,069 517,065

その他 136,040 149,504

貸倒引当金 △20,403 △8,524

流動資産合計 13,293,887 13,559,884

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,453,348 2,500,329

その他（純額） 1,910,672 1,972,752

有形固定資産合計 4,364,020 4,473,081

無形固定資産 69,339 13,538

投資その他の資産

投資その他の資産 117,379 127,147

貸倒引当金 △2,810 －

投資その他の資産合計 114,568 127,147

固定資産合計 4,547,928 4,613,766

資産合計 17,841,816 18,173,650

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,035,064 5,076,928

1年内返済予定の長期借入金 716,500 691,000

未払法人税等 169,272 33,775

前受金 842,354 446,099

引当金 253,081 296,941

その他 524,071 537,838

流動負債合計 6,540,344 7,082,583

固定負債

長期借入金 2,231,300 2,235,300

退職給付引当金 237,909 205,097

その他の引当金 116,236 109,777

その他 143,661 20,603

固定負債合計 2,729,107 2,570,778

負債合計 9,269,451 9,653,361
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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 2,215,000 2,215,000

資本剰余金 1,709,750 1,709,750

利益剰余金 4,639,392 4,580,948

自己株式 △6,467 △6,267

株主資本合計 8,557,675 8,499,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,689 20,857

評価・換算差額等合計 14,689 20,857

純資産合計 8,572,364 8,520,288

負債純資産合計 17,841,816 18,173,650
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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 8,645,877 7,166,774

売上原価 7,438,377 6,236,674

売上総利益 1,207,500 930,099

販売費及び一般管理費 606,484 574,433

営業利益 601,015 355,666

営業外収益

受取利息及び配当金 1,287 1,776

受取家賃 7,010 6,243

雑収入 3,251 2,902

営業外収益合計 11,548 10,922

営業外費用

支払利息 10,107 9,962

支払手数料 3,506 3,509

雑損失 2,219 1,973

営業外費用合計 15,833 15,445

経常利益 596,731 351,143

特別利益

固定資産売却益 － 6,778

役員退職慰労引当金戻入額 20,719 －

特別利益合計 20,719 6,778

特別損失

固定資産除却損 76 11,143

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,918

特別損失合計 76 21,062

税引前四半期純利益 617,373 336,859

法人税、住民税及び事業税 179,000 158,000

法人税等調整額 68,573 36,513

法人税等合計 247,573 194,513

四半期純利益 369,799 142,346
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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 617,373 336,859

減価償却費 311,333 262,599

引当金の増減額（△は減少） △126,105 10,100

受取利息及び受取配当金 △1,287 △1,776

支払利息 10,107 9,962

固定資産売却損益（△は益） － △6,778

固定資産除却損 76 11,143

売上債権の増減額（△は増加） 2,625,498 774,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △579,393 135,537

仕入債務の増減額（△は減少） △504,154 △1,012,619

未払消費税等の増減額（△は減少） △86,378 △29,189

その他の資産の増減額（△は増加） △14,820 △5,439

その他の流動負債の増減額（△は減少） △77,714 △57,452

その他の固定負債の増減額（△は減少） △480 10,363

小計 2,174,054 437,427

利息及び配当金の受取額 1,287 1,776

利息の支払額 △10,349 △10,535

法人税等の支払額 △574,087 △18,542

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,590,904 410,126

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 △54,208 △72,971

有形固定資産の売却による収入 － 17,160

投資有価証券の取得による支出 △178 △330

固定資産の除却による支出 － △4,139

貸付金の回収による収入 243 －

その他の収入 240 557

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,903 △59,723

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 400,000 375,000

長期借入金の返済による支出 △490,500 △353,500

リース債務の返済による支出 － △15,629

自己株式の取得による支出 △107 △199

配当金の支払額 △139,314 △83,325

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,921 △77,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,307,080 272,747

現金及び現金同等物の期首残高 2,828,224 4,512,980

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,135,304 4,785,728
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(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
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売上及び受注の状況 

  

（単位：千円、千円未満切捨て）

 
  

  

       （単位：千円、千円未満切捨て）

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

① 【売上高明細表】 

事業区分

当四半期累計期間 前四半期累計期間 （参考）

(平成23年３月期第２四半期） （平成22年３月期第２四半期） （平成22年３月期）

金  額
構成比
（％）

金  額
構成比
（％）

金   額
構成比
（％）

 
  舶用内燃機関 5,328,846 74.4 6,237,305 72.1 13,918,137 74.2 

修理・部品 1,837,928 25.6 2,408,572 27.9 4,833,646 25.8 

合計 7,166,774 100.0 8,645,877 100.0 18,751,783 100.0 

② 【受注状況】

事業区分

当四半期累計期間 前四半期累計期間 （参考）

(平成23年３月期第２四半期） （平成22年３月期第２四半期） （平成22年３月期）

金  額
構成比
（％）

金  額
構成比
（％）

金   額
構成比
（％）

受

注

高

舶用内燃機関 5,665,119 77.6 4,910,374 71.8 7,888,073 67.0 

修理・部品 1,632,501 22.4 1,930,672 28.2 3,879,173 33.0 

合計 7,297,620 100.0 6,841,046 100.0 11,767,246 100.0 

受
注
残
高

舶用内燃機関 14,979,664 96.7 19,346,524 94.2 14,643,391 95.4 

修理・部品 508,000 3.3 1,190,000 5.8 713,427 4.6 

合計 15,487,664 100.0 20,536,524 100.0 15,356,818 100.0 
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