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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 7,034 △35.2 △262 ― △282 ― △374 ―
24年3月期第3四半期 10,849 5.9 456 △13.1 451 △12.8 364 45.6

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

25年3月期第3四半期 △13.39 ―
24年3月期第3四半期 13.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 16,850 8,281 49.1
24年3月期 17,412 8,709 50.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  8,281百万円 24年3月期  8,709百万円

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  
   平成25年3月期末の配当予想については、現時点では未定です。 

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

24年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） ― ―

3. 平成25年3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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

通期 11,134 △20.4 △546 ― △562 ― △567 ― △20.28



(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 

（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 28,000,000 株 24年3月期 28,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 36,177 株 24年3月期 35,277 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 27,964,423 株 24年3月期3Q 27,964,773 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等については、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３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州経済不安の鎮静化はあったものの、米国景気上昇

が本格化せず日中関係の悪化等により景気回復に力強さが見えない状況が続きました。又、年末の安倍

政権誕生により日本経済再生への期待感から株式や為替相場に漸く動きが出始めましたが、先行きは依

然不透明な状況にあります。 

一方、わが国造船・海運業界は船腹過剰により、円安傾向にはありますが経営環境は改善する迄には

至らず、引き続き統合再編や提携など生き残りのための戦略が展開されております。 

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ました結果、当第３四半期累計期間

の売上高は、主力製品である舶用内燃機関が48億1百万円と前年同四半期と比べ△34億3千5百万円(△

41.7％)、修理・部品等は22億3千3百万円と前年同四半期と比べ△3億8千万円(△14.5％)、売上高の総

額は70億3千4百万円と前年同四半期と比べ△38億1千5百万円(△35.2％)それぞれ大幅な減収となりまし

た。 

損益面でも、コスト削減にも関わらず、引き続き舶用内燃機関売上の大幅な減収と部品売上が伸び悩

み、営業損失は2億6千2百万円と前年同四半期と比べ△7億1千9百万円、経常損失は2億8千2百万円と前

年同四半期に比べ△7億3千3百万円、また当四半期純損失は3億7千4百万円と前年同四半期と比べ△7億3

千9百万円それぞれ大幅な減益となりました。 

  

 (資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ5.0％減少し、128億1千万円となりました。これは、主として製品

等たな卸資産が10億4千7百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が18億5千5百万円減少したことな

どによります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ2.9％増加し、40億4千万円となりました。これは、主としてその他

（機械及び装置）による増加であります。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ3.2％減少し、168億5千万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ3.5％減少し、64億1千1百万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が3億9千8百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ4.6％増加し、21億5千7百万円となりました。これは、主として長

期借入金が6千8百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ1.5％減少し、85億6千8百万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ4.9％減少し、82億8千1百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が4億3千万円減少したことなどによります。 

  

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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当第３四半期累計期間の業績は、当社の事業環境が依然として厳しく平成24年5月11日に公表いたし

ました業績予想の修正は行っておりません。また配当予想についても現時点では未定としております。

  

該当事項はありません。 

  
  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年4月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,534,541 5,514,658

受取手形及び売掛金 5,039,947 3,184,176

製品 410,082 1,598,039

仕掛品 1,873,218 1,698,179

原材料及び貯蔵品 538,647 573,357

未収還付法人税等 － 123,830

その他 126,134 153,644

貸倒引当金 △37,700 △35,600

流動資産合計 13,484,872 12,810,286

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,280,064 2,196,485

その他（純額） 1,476,190 1,684,768

有形固定資産合計 3,756,254 3,881,254

無形固定資産 58,161 49,174

投資その他の資産   

投資その他の資産 112,854 110,792

貸倒引当金 － △800

投資その他の資産合計 112,854 109,992

固定資産合計 3,927,271 4,040,421

資産合計 17,412,143 16,850,708

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,314,917 3,916,376

1年内返済予定の長期借入金 840,900 931,800

未払法人税等 148,229 －

前受金 291,768 496,950

受注損失引当金 350,000 350,000

その他の引当金 117,498 84,980

その他 577,153 631,127

流動負債合計 6,640,468 6,411,234

固定負債   

長期借入金 1,622,800 1,691,000

退職給付引当金 203,339 241,304

その他の引当金 125,861 135,548

その他 109,983 89,624

固定負債合計 2,061,984 2,157,477

負債合計 8,702,452 8,568,711
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31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 4,765,839 4,335,466

自己株式 △6,560 △6,626

株主資本合計 8,684,028 8,253,590

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,662 28,405

評価・換算差額等合計 25,662 28,405

純資産合計 8,709,691 8,281,996

負債純資産合計 17,412,143 16,850,708
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 10,849,977 7,034,424

売上原価 9,568,007 6,552,865

売上総利益 1,281,969 481,558

販売費及び一般管理費 825,316 744,392

営業利益又は営業損失（△） 456,652 △262,834

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,043 2,242

受取家賃 8,499 5,842

技術指導料 － 8,903

雑収入 5,521 6,361

営業外収益合計 16,064 23,350

営業外費用   

支払利息 13,169 12,314

支払手数料 5,269 27,243

雑損失 3,021 3,204

営業外費用合計 21,460 42,763

経常利益又は経常損失（△） 451,256 △282,246

特別利益   

固定資産売却益 87 1,225

契約解約益 296,432 －

特別利益合計 296,519 1,225

特別損失   

固定資産売却損 － 2,397

固定資産除却損 1,246 －

投資有価証券評価損 3,772 4,462

特別損失合計 5,018 6,860

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 742,757 △287,881

法人税、住民税及び事業税 332,000 3,535

法人税等調整額 46,179 83,026

法人税等合計 378,179 86,561

四半期純利益又は四半期純損失（△） 364,578 △374,443
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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】 

 
  

  

  

（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

 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25年3月期第3四半期) (平成24年3月期第3四半期) (平成24年3月期)

金  額
構成比  
（％)

金  額
構成比  
（％)

金  額
構成比  
（％)

舶用内燃機関 4,801,192 68.3 8,236,615 75.9 10,674,038 76.3

修理・部品 2,233,232 31.7 2,613,362 24.1 3,315,227 23.7

合計 7,034,424 100.0 10,849,977 100.0 13,989,265 100.0

(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25年3月期第3四半期) (平成24年3月期第3四半期) (平成24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 4,203,547 64.3 5,352,092 70.0 5,938,265 66.2

修理・部品 2,334,132 35.7 2,288,422 30.0 3,030,527 33.8

合計 6,537,679 100.0 7,640,514 100.0 8,968,792 100.0

受
注
残
高

舶用内燃機関 8,818,739 96.4 11,267,634 98.4 9,416,384 97.6

修理・部品 328,600 3.6 187,460 1.6 227,700 2.4

合計 9,147,339 100.0 11,455,094 100.0 9,644,084 100.0
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