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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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３四半期 8,488 3.8 △232 － △201 － △156 －
23年３月期第３四半期 8,175 △25.5 339 △45.7 353 △43.9 211 △43.3

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３四半期 △10 24 － －

23年３月期第３四半期 13 83 － －

（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３四半期 15,227 8,000 52.5

23年３月期 16,831 8,160 48.5

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 8,000百万円 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 11,300 △0.8 △300 － △270 － △200 － △13 07



  

 

 

 
  

・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３Ｑ 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３Ｑ 95,021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３Ｑ 15,306,300株 23年３月期３Ｑ 15,308,400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３四半期は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、福島原発事故の影響に加え、タイの洪水に伴い経済活動が停滞し、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３四半期は売上高は8,488百万円（前年同期比3.8%

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201百万円（前年同期は経常利益353百万円）を余儀なくされました。  

  

 当第３四半期末の総資産は15,227百万円となり、前事業年度末に比べ1,603百万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（792百万円）、

減価償却による有形固定資産の減少（497百万円）、長期借入金の返済による現金及び預金の減少（354百万円）等

によるものです。 

 当第３四半期末の負債は7,226百万円となり、前事業年度末に比べ1,443百万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（501百万円）、借入金の返済による減少（521百万円）、エンジン

の売上に伴う前受金の減少（385百万円）等によるものです。 

 当第３四半期末の純資産は8,000百万円となり、前事業年度末に比べ159百万円減少いたしました。主な要因は、

当四半期純損失の計上（156百万円）等によるものです。 

 この結果、当第３四半期末における自己資本比率は52.5％となりました。 

  

  業績予想については、第３四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24年１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、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。見積実効税率を用いて税金を計算すると著

しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用しております。 

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） 11,500 100 100 50 3.26

今回修正予想（Ｂ） 11,300 △300 △270 △200 △13.07

増減額（Ｂ－Ａ） △200 △400 △370 △250 －

増減率（％） △1.7 － － － －
（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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,181,832 2,827,200

受取手形及び売掛金 3,808,051 3,808,296

製品 792,403 －

仕掛品 2,714,875 2,793,689

原材料及び貯蔵品 526,257 531,873

その他 398,467 318,358

貸倒引当金 △5,634 △8,543

流動資産合計 11,416,254 10,270,875

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,961,658 1,863,116

機械及び装置（純額） 1,798,916 1,427,475

その他（純額） 698,893 671,536

有形固定資産合計 4,459,467 3,962,128

無形固定資産 22,733 20,635

投資その他の資産

投資その他の資産 957,440 999,103

貸倒引当金 △24,895 △25,637

投資その他の資産合計 932,545 973,465

固定資産合計 5,414,746 4,956,229

資産合計 16,831,000 15,227,105

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,640,134 2,138,633

短期借入金 1,322,758 1,111,752

未払法人税等 7,093 1,838

引当金 249,793 182,651

その他 1,252,063 962,538

流動負債合計 5,471,842 4,397,414

固定負債

社債 412,800 369,600

長期借入金 2,148,900 1,838,886

退職給付引当金 170,619 145,886

役員退職慰労引当金 145,691 155,441

資産除去債務 4,600 4,600

その他 315,697 314,397

固定負債合計 3,198,307 2,828,811

負債合計 8,670,150 7,226,225
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31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 5,477,090

自己株式 △30,726 △31,082

株主資本合計 8,085,353 7,882,354

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67,767 118,525

繰延ヘッジ損益 7,729 －

評価・換算差額等合計 75,496 118,525

純資産合計 8,160,850 8,000,879

負債純資産合計 16,831,000 15,227,105
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 8,175,521 8,488,159

売上原価 6,661,111 7,553,808

売上総利益 1,514,409 934,350

販売費及び一般管理費 1,174,960 1,167,224

営業利益又は営業損失（△） 339,449 △232,873

営業外収益

受取利息 1,764 747

受取配当金 16,218 15,200

スクラップ売却益 25,978 24,397

受取技術料 － 31,119

助成金収入 29,902 4,800

その他 10,078 16,937

営業外収益合計 83,942 93,201

営業外費用

支払利息 64,268 58,845

雑損失 5,906 2,744

営業外費用合計 70,175 61,589

経常利益又は経常損失（△） 353,216 △201,260

特別利益

固定資産売却益 5,718 －

投資有価証券売却益 － 471

貸倒引当金戻入額 6,484 －

特別利益合計 12,202 471

特別損失

固定資産除却損 4,980 406

投資有価証券評価損 － 47,767

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,600 －

その他 307 156

特別損失合計 9,888 48,330

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 355,531 △249,119

法人税等合計 143,762 △92,410

四半期純利益又は四半期純損失（△） 211,768 △156,709
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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３四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３四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３四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。 

  

（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３四半期累計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

前年同期比(％)

内燃機関関連事業(千円) 7,695,755 ―

（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 8,223,683 ― 8,126,362 ―

（３）販売実績

セグメント名称
当第３四半期累計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

前年同期比(％)

内燃機関関連事業(千円) 8,488,159 ―
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