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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 5,974 5.0 △40 － △36 － △40 －
23年３月期第２四半期 5,691 △20.1 307 △46.2 326 △40.9 200 △38.3

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２四半期 △2 67 － －

23年３月期第２四半期 13 11 － －

（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２四半期 16,367 8,116 49.6

23年３月期 16,831 8,160 48.5

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 8,116百万円 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、対前期増減率)

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

通期 11,500 1.0 100 △64.2 100 △60.0 50 △64.2 3 26



  

 

 

 
  

・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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 15,306,897株 23年３月期２Ｑ 15,307,950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
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当第２四半期はギリシャの金融危機に端を発したヨーロッパ経済の混乱、アメリカ経済の低迷、中国の経済成長

率の鈍化、また、国内では東日本大震災による製造の混乱、福島原発事故の影響により経済活動が停滞し、さらに

歴史的円高が続き、わが国経済は低迷した状況にあります。 

このような状況の中、海運業界は荷動きの低迷、円高の厳しい環境下にあり、造船業界においても受注の激減、

韓国、中国との価格競争が激しい状況が続いております。 

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２四半期は震災の影響による納期ずれ込みもあり、

売上高は5,974百万円（前年同期比5.0%増）となりましたが、厳しい価格のエンジンの売上、また円高による外航船

向け部分品及び修理工事の売上が計画未達成であったこと等により経常損失36百万円（前年同期比362百万円減）を

余儀なくされました。  

  

 当第２四半期末の総資産は16,367百万円となり、前事業年度末に比べ463百万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（460百万円）、減価

償却による有形固定資産の減少（334百万円）、発送延期になった製品の代金回収による受取手形の増加（630百万

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（293百万円）等によるものです。 

 当第２四半期末の負債は8,250百万円となり、前事業年度末に比べ419百万円減少いたしました。主な要因は、仕

事量の減少による支払手形及び買掛金の減少（366百万円）、長期借入金の返済による減少（178百万円）等による

ものです。 

 当第２四半期末の純資産は8,116百万円となり、前事業年度末に比べ44百万円減少いたしました。主な要因は、当

四半期純損失の計上（40百万円）、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（42百万円）

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49.6％となりました。 

  

  業績予想については、第２四半期実績及び今後の経営環境を踏まえ以下のとおり修正いたします。詳しくは、本

日（平成23年10月31日）公表の「平成24年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

 
  

 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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又は税引前四半期純損失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

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

前回発表予想（Ａ） 11,500 280 250 140 9.15

今回修正予想（Ｂ） 11,500 100 100 50 3.26

増減額（Ｂ－Ａ） － △180 △150 △90 －

増減率（％） － △64.2 △60.0 △64.2 －
（ご参考）前期実績
（平成23年３月期）

11,387 447 458 304 19.87

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
（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２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,181,832 3,475,267

受取手形及び売掛金 3,808,051 4,156,757

製品 792,403 332,000

仕掛品 2,714,875 2,541,371

原材料及び貯蔵品 526,257 481,421

その他 398,467 234,613

貸倒引当金 △5,634 △8,320

流動資産合計 11,416,254 11,213,110

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,961,658 1,895,816

機械及び装置（純額） 1,798,916 1,547,486

その他（純額） 698,893 681,766

有形固定資産合計 4,459,467 4,125,069

無形固定資産 22,733 21,650

投資その他の資産

投資その他の資産 957,440 1,032,766

貸倒引当金 △24,895 △25,534

投資その他の資産合計 932,545 1,007,232

固定資産合計 5,414,746 5,153,951

資産合計 16,831,000 16,367,062

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,640,134 2,273,631

短期借入金 1,322,758 1,336,546

未払法人税等 7,093 6,167

賞与引当金 195,400 196,900

製品保証引当金 54,393 85,264

その他 1,252,063 1,363,308

流動負債合計 5,471,842 5,261,817

固定負債

社債 412,800 369,600

長期借入金 2,148,900 1,970,784

引当金 316,310 304,269

資産除去債務 4,600 4,600

その他 315,697 339,678

固定負債合計 3,198,307 2,988,931

負債合計 8,670,150 8,250,748
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９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 5,592,920

自己株式 △30,726 △30,951

株主資本合計 8,085,353 7,998,314

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67,767 117,999

繰延ヘッジ損益 7,729 －

評価・換算差額等合計 75,496 117,999

純資産合計 8,160,850 8,116,314

負債純資産合計 16,831,000 16,367,062
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,691,177 5,974,793

売上原価 4,604,086 5,223,525

売上総利益 1,087,090 751,268

販売費及び一般管理費 ※ 779,615 ※ 791,721

営業利益又は営業損失（△） 307,475 △40,453

営業外収益

受取利息 1,456 4,890

受取配当金 10,327 10,037

スクラップ売却益 16,780 17,965

その他 37,042 14,465

営業外収益合計 65,605 47,359

営業外費用

支払利息 42,092 41,000

その他 4,570 1,992

営業外費用合計 46,663 42,992

経常利益又は経常損失（△） 326,418 △36,085

特別利益

固定資産売却益 4,528 －

貸倒引当金戻入額 5,928 －

特別利益合計 10,457 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 31,363

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,600 －

その他 93 385

特別損失合計 4,693 31,748

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 332,181 △67,834

法人税等合計 131,422 △26,943

四半期純利益又は四半期純損失（△） 200,759 △40,890
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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又は税引前四半期純損失
（△）

332,181 △67,834

減価償却費 360,175 359,111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,395 3,325

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,600 1,500

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,415 30,871

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,967 △18,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,180 6,537

受取利息及び受取配当金 △11,783 △14,928

支払利息及び手形売却損 42,998 41,168

固定資産除売却損益（△は益） △4,434 385

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） － 31,363

売上債権の増減額（△は増加） △381,922 51,285

割引手形の増減額（△は減少） 187,264 △399,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,707 678,743

その他の資産の増減額（△は増加） △18,282 154,249

仕入債務の増減額（△は減少） △85,720 △366,502

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,248 62,129

その他の負債の増減額（△は減少） 38,026 58,767

小計 354,418 611,602

利息及び配当金の受取額 11,783 14,928

利息の支払額 △41,785 △39,451

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △45,234 24,775

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,182 611,855

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 △56,500 △57,000

定期預金の払戻による収入 48,000 54,000

有形固定資産の取得による支出 △738,396 △27,234

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 － △3,537

投資有価証券の取得による支出 △1,734 △20,472

貸付けによる支出 △7,615 △8,167

貸付金の回収による収入 7,619 3,191

投資その他の資産の増減額（△は増加） 2,308 2,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △736,019 △57,027

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 400,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △192,500 △264,328

社債の償還による支出 △42,200 △53,200

自己株式の純増減額（△は増加） △233 △225

配当金の支払額 △91,265 △46,639

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,800 △264,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △391,035 290,435

現金及び現金同等物の期首残高 3,192,443 2,656,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,801,407 ※ 2,946,727
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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２四半期累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２四半期累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２四半期累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

 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２四半期累計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

前年同期比(％)

内燃機関関連事業(千円) 5,514,390 ―

（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 4,931,023 ― 7,347,067 ―

（３）販売実績

セグメント名称
当第２四半期累計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

前年同期比(％)

内燃機関関連事業(千円) 5,974,793 ―
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