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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） 

 

(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 ％

24年3月期第2四半期 7,102 △0.9 416 17.1 414 17.9 358 151.6
23年3月期第2四半期 7,166 △17.1 355 △40.8 351 △41.2 142 △61.5

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 12.81 ―
23年3月期第2四半期 5.09 ―

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 17,838 8,911 50.0
23年3月期 17,380 8,643 49.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,911百万円 23年3月期  8,643百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 14,322 3.5 198 △57.2 188 △56.9 184 △10.2 6.58



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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2Q 28,000,000 株 23年3月期 28,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 35,277 株 23年3月期 34,785 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 27,964,794 株 23年3月期2Q 27,966,497 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わが国経済は、国内の生産供給体制も徐々に回復して底打ちの兆しも

出てきましたが、依然として東日本大震災の影響は各方面に色濃く残っております。又、ギリシャを中

心とするＥＵ経済は混迷の度を増し、新興国でも経済減速の気配が見られる等の不安材料が円高と相俟

ってわが国経済回復の足枷となりつつあります。 

一方、わが国造船業界も、海運市況低迷や円高等を克服すべく徹底したコスト削減と省エネ・環境対

策等新たな付加価値の開発により受注確保に注力しておりますが、極めて厳しい状況が当面続くものと

見られます。 

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た結果、当第２四半期累計期間の売

上高では、主力製品である舶用内燃機関は、52億7千1百万円と前年同四半期と比べ△5千7百万円(△

1.1％)、修理・部品等は18億3千1百万円と前年同四半期と比べ△6百万円(△0.4％)、売上高の総額は71

億2百万円と前年同四半期と比べ△6千3百万円(△0.9％)の各々減収となりました。 

損益面では、部品売上が順調に推移したことや生産性向上に全力を傾注し、製造原価・販管費の圧縮

に最大限注力した結果、営業利益は4億1千6百万円と前年同四半期と比べ6千万円(17.1％)、経常利益は

4億1千4百万円と前年同四半期に比べ6千2百万円(17.9％)、四半期純利益は主機関売買契約解約料2億9

千6百万円を特別利益に計上したことにより3億5千8百万円と前年同四半期と比べ2億1千5百万円

(151.6％)の各々増益となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ4.7％増加、137億5百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が17億4千5百万円増加したことなどによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ3.7％減少、41億3千3百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の減価償却費の計上によるものです。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ2.6％増加、178億3千8百万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ1.9％増加、64億2千9百万円となりました。これは主に、未払法人

税等が3億7百万円増加したことなどによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べ2.8％増加、24億9千7百万円となりました。これは主に、長期借入

金が4千9百万円増加したことなどによるものです。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ2.2％増加、89億2千7百万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ3.1％増加、89億1千1百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が2億7千4百万円増加したことによるものです。 

  

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
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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（以下、「資金」という。)は、前事業年度末

に比べ17億4千5百万円増加、58億6千7百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による結果得られた資金は、前年同四半期期に比べ13億3千7百万円増加、17億4千7百万円と

収入となりました。前年同四半期に対する主な要因は、税引前四半期純利益及び仕入債務の増加とたな

卸資産の減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による結果使用した資金は、前年同四半期に比べ3千6百万円減少、2千3百万円となりまし

た。前年同四半期に対する主な要因は、有形固定資産の取得による支出とその他の収入よるものです。

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による結果得られた資金は、前年同四半期に比べ9千8百万円増加、2千万円となりました。

前年同四半期に対する主な要因は、長期借入の収入によるものです。 

  

通期の業績につきましては、第２四半期累計期間の実績を踏まえ見直した結果、部品売上の増加や製

造原価、販管費の圧縮努力により、営業利益、経常利益、当期純利益とも前年同期比では減益となるも

のの黒字を確保し、平成23年5月13日に公表いたしました業績予想を大幅に上回る見込みとなることか

ら、業績予想の修正を本日（平成23年11月11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23年10月26日公表の「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（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
（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 4,122,366 5,867,387

受取手形及び売掛金 4,892,318 4,296,875

製品 1,500,402 874,367

仕掛品 1,848,199 2,019,599

原材料及び貯蔵品 514,751 530,102

その他 242,875 155,923

貸倒引当金 △34,459 △38,833

流動資産合計 13,086,453 13,705,422

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,393,292 2,337,243

その他（純額） 1,706,394 1,624,634

有形固定資産合計 4,099,687 3,961,878

無形固定資産 60,766 68,890

投資その他の資産

投資その他の資産 136,648 105,549

貸倒引当金 △2,810 △2,810

投資その他の資産合計 133,837 102,739

固定資産合計 4,294,291 4,133,508

資産合計 17,380,744 17,838,930

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,115,323 3,884,986

1年内返済予定の長期借入金 771,600 842,900

未払法人税等 32,293 339,994

前受金 492,068 530,578

受注損失引当金 250,000 250,000

その他の引当金 100,311 108,970

その他 545,320 471,956

流動負債合計 6,306,917 6,429,387

固定負債

長期借入金 1,963,700 2,013,400

退職給付引当金 214,307 235,771

その他の引当金 122,694 119,402

その他 129,925 129,278

固定負債合計 2,430,628 2,497,853

負債合計 8,737,545 8,927,240
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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 2,215,000 2,215,000

資本剰余金 1,709,750 1,709,750

利益剰余金 4,702,525 4,976,753

自己株式 △6,497 △6,560

株主資本合計 8,620,777 8,894,942

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,421 16,747

評価・換算差額等合計 22,421 16,747

純資産合計 8,643,199 8,911,689

負債純資産合計 17,380,744 17,838,930
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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 7,166,774 7,102,977

売上原価 6,236,674 6,142,568

売上総利益 930,099 960,409

販売費及び一般管理費 574,433 543,992

営業利益 355,666 416,417

営業外収益

受取利息及び配当金 1,776 1,635

受取家賃 6,243 5,786

雑収入 2,902 4,694

営業外収益合計 10,922 12,116

営業外費用

支払利息 9,962 8,899

支払手数料 3,509 3,506

雑損失 1,973 1,984

営業外費用合計 15,445 14,391

経常利益 351,143 414,142

特別利益

固定資産売却益 6,778 87

契約解約益 － 296,432

特別利益合計 6,778 296,519

特別損失

固定資産除却損 11,143 1,299

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 21,062 1,299

税引前四半期純利益 336,859 709,362

法人税、住民税及び事業税 158,000 326,000

法人税等調整額 36,513 25,239

法人税等合計 194,513 351,239

四半期純利益 142,346 358,123
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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 336,859 709,362

減価償却費 262,599 233,300

引当金の増減額（△は減少） 10,100 31,205

受取利息及び受取配当金 △1,776 △1,635

支払利息 9,962 8,899

固定資産売却損益（△は益） △6,778 △87

固定資産除却損 11,143 1,299

売上債権の増減額（△は増加） 774,117 633,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,537 439,284

仕入債務の増減額（△は減少） △1,012,619 △263,644

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,189 108,789

その他の資産の増減額（△は増加） △5,439 △3,930

その他の流動負債の増減額（△は減少） △57,452 △120,359

その他の固定負債の増減額（△は減少） 10,363 240

小計 437,427 1,776,675

利息及び配当金の受取額 1,776 1,635

利息の支払額 △10,535 △9,184

法人税等の支払額 △18,542 △21,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 410,126 1,747,474

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 △72,971 △43,710

有形固定資産の売却による収入 17,160 92

投資有価証券の取得による支出 △330 △384

固定資産の除却による支出 △4,139 －

その他の支出 － △6,580

その他の収入 557 27,520

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,723 △23,064

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 375,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △353,500 △379,000

リース債務の返済による支出 △15,629 △16,573

自己株式の取得による支出 △199 △62

配当金の支払額 △83,325 △83,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,654 20,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272,747 1,745,021

現金及び現金同等物の期首残高 4,512,980 4,122,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,785,728 5,867,387
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

①【売上状況】 

 
  

  

②【受注状況】 

 
  

（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

 売上及び受注の状況

(単位：千円、千円未満切捨て）

事業区分

当四半期累計期間 前四半期累計期間 (参考)

(平成24年3月期第2四半期) (平成23年3月期第2四半期) (平成23年3月期)

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

舶用内燃機関 5,271,519 74.2 5,328,846 74.4 10,236,192 74.0

修理・部品 1,831,458 25.8 1,837,928 25.6 3,602,033 26.0

合計 7,102,977 100.0 7,166,774 100.0 13,838,225 100.0

(単位：千円、千円未満切捨て）

事業区分

当四半期累計期間 前四半期累計期間 (参考)

(平成24年3月期第2四半期) (平成23年3月期第2四半期) (平成23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 3,688,219 69.5 5,665,119 77.6 9,744,958 74.1

修理・部品 1,619,477 30.5 1,632,501 22.4 3,401,006 25.9

合計 5,307,696 100.0 7,297,620 100.0 13,145,964 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 12,568,857 97.7 14,979,664 96.7 14,152,157 96.5

修理・部品 300,419 2.3 508,000 3.3 512,400 3.5

合計 12,869,276 100.0 15,487,664 100.0 14,664,557 100.0
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