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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 18,065 115.1 3,262 187.9 3,209 201.4 1,850 5.9
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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,835百万円 （31.6％） 23年3月期第1四半期 1,394百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 11.53 ―
23年3月期第1四半期 10.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 81,296 29,429 36.2
23年3月期 85,013 28,396 33.4
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  29,429百万円 23年3月期  28,396百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 35,500 59.8 3,500 31.0 3,300 34.3 1,900 △30.0 11.84
通期 69,000 2.6 4,800 △25.9 4,500 △27.0 2,500 △44.2 15.58



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表に対
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 
 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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 161,955,000 株 23年3月期 161,955,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,482,563 株 23年3月期 1,482,028 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 160,472,715 株 23年3月期1Q 160,476,114 株
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１．当四半期決算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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により

生産活動が停滞し、また、円高傾向が定着した影響もあり輸出が大幅に落ち込むなど、景気は厳しい状況

が続きました。今後については、復興需要による生産活動の回復が見込まれるものの、海外景気の減速や

電力不足の長期化が懸念されることから、景気の先行きは不透明な状況であります。 

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、新造船の受注がなかったことなどから

前年同四半期比43.1％減少の4,961百万円となりました。連結売上高については、前年同四半期において一

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ていたことから前年同四半期比115.1％増加の

18,065百万円となりました。この結果、当第１四半期連結累計期間末の連結受注残高は、前年同四半期比

25.2％減少の86,104百万円となりました。損益面では、連結売上高が大幅に増加したことなどから連結営

業利益は前年同四半期比187.9％増加の3,262百万円、経常利益は前年同四半期比201.4％増加し3,209百万

円となりました。四半期純利益は前年同四半期に計上された特別利益がなかったことなどから前年同四半

期比5.9％増加の1,850百万円となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

①船舶 

船舶部門の受注高は、米海軍艦船等の修理工事及び一般商船の修理工事等で3,265百万円となり、前年

同四半期比57.7％減少しました。売上高は前年同四半期比147.7％増加の16,349百万円となりました。当

第１四半期連結累計期間に引渡した新造船は75千重量トンバルクキャリアー１隻です。この結果、新造

船の受注残は13隻となりました。損益面では、売上高が大幅に増加したことなどからセグメント利益は

前年同四半期比397.9％増加の2,765百万円となりました。 

②機械 

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1,421百万円となり、前年同四半

期比93.0％増加しました。売上高は前年同四半期比5.7％減少の1,441百万円となりました。損益面で

は、当社主力製品であるクランク軸の価格が下落したことなどによりセグメント利益は前年同四半期比

35.7％減少の303百万円となりました。 

③その他 

主な事業の内訳は給食事業その他で、受注高、売上高ともに前年同四半期比2.0％増加の274百万円と

なりました。セグメント利益は前年同四半期比256.5％増加の43百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

流動資産は、前連結会計年度末比3,685百万円減少し50,938百万円となりました。これは主として法人

税等の支払に伴う現金及び預金の減少によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末比32百万

円減少し30,357百万円となりました。これは主として株式市況の下落に伴う投資有価証券の減少などに

よるものです。 

この結果、資産合計は前連結会計年度末比3,717百万円減少し81,296百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末比4,084百万円減少し35,433百万円となりました。これは主として前受

金及び未払法人税等の減少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665百万円減少

し16,433百万円となりました。これは主として長期借入金の返済に伴う減少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4,749百万円減少し51,866百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、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1,032百万円

増加し29,429百万円となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

為替相場や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１四半期連結累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23

年5月13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。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

期中における重要な子会社の異動はありません。 

 

(2) 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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,592 23,166

受取手形及び売掛金 18,723 21,713

有価証券 70 70

商品及び製品 18 16

仕掛品 1,587 1,391

原材料及び貯蔵品 1,201 899

繰延税金資産 1,174 1,223

その他 2,256 2,457

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 54,623 50,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,220 9,106

土地 7,143 7,118

その他（純額） 8,390 8,556

有形固定資産合計 24,753 24,781

無形固定資産 201 191

投資その他の資産   

投資有価証券 3,202 3,140

繰延税金資産 2,068 2,080

その他 435 434

貸倒引当金 △271 △271

投資その他の資産合計 5,434 5,384

固定資産合計 30,390 30,357

資産合計 85,013 81,296

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,161 18,715

設備関係支払手形 196 225

短期借入金 3,668 3,603

未払法人税等 3,430 1,374

前受金 10,394 7,772

保証工事引当金 52 52

受注工事損失引当金 1,283 1,536

その他 2,332 2,154

流動負債合計 39,517 35,433
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 11,917 11,216

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 4,898 4,933

特別修繕引当金 46 47

その他 233 234

固定負債合計 17,098 16,433

負債合計 56,616 51,866

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 16,026 17,074

自己株式 △977 △977

株主資本合計 28,612 29,659

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △215 △230

その他の包括利益累計額合計 △215 △230

純資産合計 28,396 29,429

負債純資産合計 85,013 81,296
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,398 18,065

売上原価 6,675 14,228

売上総利益 1,722 3,837

販売費及び一般管理費 589 574

営業利益 1,133 3,262

営業外収益   

受取利息及び配当金 39 42

その他 6 13

営業外収益合計 46 55

営業外費用   

支払利息 65 81

為替差損 35 17

その他 13 10

営業外費用合計 114 108

経常利益 1,065 3,209

特別利益   

固定資産売却益 0 －

契約解約益 2,042 －

その他 22 －

特別利益合計 2,064 －

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産処分損 8 8

投資有価証券評価損 － 47

減損損失 34 －

その他 7 2

特別損失合計 51 63

税金等調整前四半期純利益 3,078 3,146

法人税、住民税及び事業税 1,488 1,358

法人税等調整額 △157 △62

法人税等合計 1,330 1,296

少数株主損益調整前四半期純利益 1,747 1,850

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,747 1,850
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,747 1,850

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △353 △15

その他の包括利益合計 △353 △15

四半期包括利益 1,394 1,835

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,394 1,835
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

   該当事項はありません。 

 
 

(4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

船舶 機械 計 

その他 
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
財務諸表
計上額 
(注３) 

売上高    

  外部顧客への売上高 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

(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。 

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
 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 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

船舶 機械 計 

その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
財務諸表
計上額 
(注３) 

売上高    

  外部顧客への売上高 16,349 1,441 17,791 274 18,065 － 18,065

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － 541 541 △541 －

計 16,349 1,441 17,791 815 18,607 △541 18,065

セグメント利益 2,765 303 3,068 43 3,112 150 3,262

(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150百万円には、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。 
 
 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

   該当事項はありません。 
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4.補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 15,170 90.5 14,773 89.5 △397 △2.6

機械 1,321 7.9 1,464 8.9 143 10.9

その他 269 1.6 274 1.6 5 2.0

合計 16,761 100.0 16,512 100.0 △248 △1.5

 

② 受注状況 

（単位百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 

船舶 7,714 88.5 3,265 65.8 △4,449 △57.7

機械 736 8.4 1,421 28.7 684 93.0

その他 269 3.1 274 5.5 5 2.0

合計 8,720 100.0 4,961 100.0 △3,758 △43.1

 

③ 受注残高 

（単位：百万円） 

前連結会計年度末 

(平成22年６月30日) 

当連結会計年度末 

(平成23年６月30日) 
増減 

 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 110,729 96.2 83,053 96.5 △27,676 △25.0

機械 4,354 3.8 3,051 3.5 △1,303 △29.9

その他 － － － － － －

合計 115,083 100.0 86,104 100.0 △28,979 △25.2

 （注１） 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

28,825百万円、機械77百万円を、前第１四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶11,659百万円、機械

645百万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。 

 （注２） 前連結会計年度末外貨建受注残高の為替レート変動による減少額257百万円は、当第１四半期連結会計

期間末受注残高より減算しております。 

 
④ 販売実績 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 6,601 78.6 16,349 90.5 9,748 147.7

機械 1,527 18.2 1,441 8.0 △86 △5.7

その他 269 3.2 274 1.5 5 2.0

合計 8,398 100.0 18,065 100.0 9,667 115.1
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