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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（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 ％

24年３月期第１四半期 3,307 20.7 69 △66.1 77 △61.7 46 △63.6

23年３月期第１四半期 2,738 △20.2 204 △48.6 203 △49.8 126 △49.0

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

24年３月期第１四半期 3 01 － －

23年３月期第１四半期 8 27 － －

（２）財政状態

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 16,583 8,178 49.3

23年３月期 16,831 8,160 48.5

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 8,178百万円 23年３月期 8,160百万円

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

 23年３月期 － － － － － － 3 00 3 00

 24年３月期 － －

 24年３月期(予想) － － － － 3 00 3 00

３．平成24年３月期の業績予想（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)

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) 6,100 7.2 190 △38.1 160 △50.9 90 △55.0 5 88

通期 11,500 1.0 280 △37.4 250 △45.4 140 △53.9 9 15



  

 

 

 
  

・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。 

  

・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、添付

資料P２「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 15,400,000株 23年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 93,826株 23年３月期 92,379株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 15,306,897株 23年３月期１Ｑ 15,308,469株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………２ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………２ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………２ 

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………３ 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………３ 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………５ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………６ 

４．補足情報 …………………………………………………………………………………６ 

 生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………６ 

  

○添付資料の目次

（株）赤阪鐵工所（6022）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 1 -



 当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、生産面を中心に大きく後退を余儀なくされま

した。先行きについては、ギリシャ金融不安に端を発したユーロ安、米国経済の不安定感により円高が進行、ま

た、原発停止による電力供給問題等により、不透明な状況にあります。 

 このような状況の中、当第１四半期の海運業界は、円高の厳しい環境下にあり、又、造船業界は、韓国、中国と

の価格競争により厳しい受注状況が続いています。  

 当社におきましても、当期は厳しい経営対応を迫られ、当第１四半期は震災の影響による納期ずれ込みもあり売

上高は3,307百万円（前年同期比20.7％増）となりましたが、経常利益は77百万円（前年同期比61.7％減）と増収減

益となりました。  

  

 当第１四半期末の総資産は16,583百万円となり、前事業年度末に比べ247百万円減少いたしました。主な要因は、

前事業年度末で震災の影響により発送延期となっていた製品が出荷したことによる製品の減少（519百万円）、減価

償却による有形固定資産の減少（169百万円）、売掛債権の回収や仮納付した税金の還付等による現金及び預金の増

加（219百万円）等によるものです。 

 当第１四半期末の負債は8,405百万円となり、前事業年度末に比べ264百万円減少いたしました。主な要因は、震

災の影響で納期が延期となった製品が売上になったことによる前受金の減少（250百万円）、長期借入金の返済によ

る減少（132百万円）等によるものです。 

 当第１四半期末の純資産は8,178百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円増加いたしました。主な要因は、当

四半期純利益の計上（46百万円）、配当金の支払い（45百万円）、その他有価証券評価差額金の増加（15百万円）

等によるものです。 

 この結果、当第１四半期末における自己資本比率は49.3％となりました。 

  

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期

の業績予想の数値から変更はありません。 

  

 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

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。  

  

該当事項はありません。  

１．当四半期決算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

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表等

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,181,832 3,401,086

受取手形及び売掛金 3,808,051 3,922,653

製品 792,403 272,500

仕掛品 2,714,875 2,799,613

原材料及び貯蔵品 526,257 505,309

その他 398,467 403,109

貸倒引当金 △5,634 △8,051

流動資産合計 11,416,254 11,296,221

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,961,658 1,928,640

機械及び装置（純額） 1,798,916 1,671,231

その他（純額） 698,893 690,369

有形固定資産合計 4,459,467 4,290,240

無形固定資産 22,733 20,900

投資その他の資産

投資その他の資産 957,440 1,001,339

貸倒引当金 △24,895 △24,902

投資その他の資産合計 932,545 976,436

固定資産合計 5,414,746 5,287,577

資産合計 16,831,000 16,583,798

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,640,134 2,626,915

短期借入金 1,322,758 1,395,946

未払法人税等 7,093 33,635

引当金 249,793 161,228

その他 1,252,063 1,121,740

流動負債合計 5,471,842 5,339,466

固定負債

社債 412,800 412,800

長期借入金 2,148,900 2,016,522

引当金 316,310 307,615

資産除去債務 4,600 4,600

その他 315,697 324,607

固定負債合計 3,198,307 3,066,144

負債合計 8,670,150 8,405,611
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30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 5,679,733 5,679,899

自己株式 △30,726 △30,951

株主資本合計 8,085,353 8,085,293

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67,767 83,056

繰延ヘッジ損益 7,729 9,837

評価・換算差額等合計 75,496 92,893

純資産合計 8,160,850 8,178,187

負債純資産合計 16,831,000 16,583,798

（株）赤阪鐵工所（6022）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



（２）四半期損益計算書

 【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(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 2,738,971 3,307,073

売上原価 2,145,607 2,829,478

売上総利益 593,363 477,594

販売費及び一般管理費 388,865 408,196

営業利益 204,498 69,398

営業外収益

受取利息 394 763

受取配当金 8,514 8,667

スクラップ売却益 9,196 9,931

その他 2,968 10,505

営業外収益合計 21,072 29,868

営業外費用

支払利息 21,046 20,678

その他 1,210 683

営業外費用合計 22,256 21,361

経常利益 203,314 77,904

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,251 －

特別利益合計 4,251 －

特別損失

固定資産除却損 93 313

投資有価証券評価損 － 1,133

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,600 －

特別損失合計 4,693 1,446

税引前四半期純利益 202,872 76,457

法人税等 76,279 30,368

四半期純利益 126,592 46,088
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメントで

あります。 

  

当第１四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。 

  

当第１四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。 

  

当第１四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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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

 生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

セグメント名称
当第１四半期会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

前年同期比(％)

内燃機関関連事業(千円) 2,787,169 ―

（２）受注状況

セグメント名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

内燃機関関連事業 2,837,297 ― 7,921,061 ―

（３）販売実績

セグメント名称
当第１四半期会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

前年同期比(％)

内燃機関関連事業(千円) 3,307,073 ―
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