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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

26年3月期第1四半期 3,526 △60.7 △1,482 ― △1,456 ― △1,361 ―
25年3月期第1四半期 8,984 △24.9 1,423 △28.7 1,345 △31.7 799 △30.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △1,332百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 758百万円 （△33.6％）

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

26年3月期第1四半期 △80.27 ―
25年3月期第1四半期 47.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 28,599 7,322 25.6 431.79
25年3月期 30,261 8,739 28.9 515.33
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,322百万円 25年3月期  8,739百万円

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  
 当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

25年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
 当社は年次で業績目標を管理しておりますので、第2四半期（累計）の連結業績予想の記載は、省略しております。 

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 22,200 △18.0 △1,300 ― △1,120 ― △1,300 ― △76.66



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 22,530,000 株 25年3月期 22,530,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,571,130 株 25年3月期 5,571,130 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 16,958,870 株 25年3月期1Q 16,959,483 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策への期待感から、円高

の是正、株価の上昇と景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢・所得環境は厳しい状況で推移する等実体経済

の回復までには至らず、また、これまで世界経済の牽引役であった新興国経済の減速等の景気下振れリスクも多

く、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

  このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、海運市況悪化後に受注した低船価の

新造船の売上計上が始まったことから、売上高35億26百万円（前年同四半期比60.7％減）、営業損失14億82百万

円、経常損失14億56百万円、四半期純損失13億61百万円の減収減益となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

（注）セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

①船舶事業 

  新造船工事につきましては、新造船船価の底値を意識した発注と円高修正に伴い価格競争力がやや改善された

ことにより国内造船所の受注が増加傾向にある等、一部に明るい兆しが見られるものの、依然として海運市況の

低迷や新造船大量竣工を原因とする船腹過剰状態は解消されず、厳しい状況が続きました。 

 改修船工事につきましても、海運業界における市況の低迷で修繕費用が抑制される等、受注・採算面共に厳し

い状況が続きました。 

 このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の船舶事業全体の業績につきましては、売上高34億19百万

円、セグメント損失12億74百万円となりました。受注につきましては、貨物船、ＲＯＲＯ船、修繕船等を受注

し、受注残高は、247億52百万円となりました。  

  

②その他 

 陸上事業につきましては、公共投資は、依然として低水準で推移し、民間設備投資も、既存設備の過剰感や景

気の先行き不透明さにより低迷した状態が続きました。サービス事業につきましても、個人消費は一部において

緩やかに持ち直しているものの、雇用情勢・所得環境の回復は鈍く、厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高1億51百万円、セグメント損

失3百万円となりました。   

   

   

（２）財政状態に関する説明 

（連結財政状態） 

 （単位：百万円） 

  

 総資産は、前連結会計年度末の302億61百万円から16億61百万円減少し、285億99百万円となりました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金の減少等によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
報告セグメント

その他 合計 
調整額 

（注） 

四半期連結損益

計算書計上額 船舶事業 

売上高  3,419  151  3,571  △44  3,526

セグメント損失（△）  △1,274  △3  △1,277  △204  △1,482

  
前連結会計年度 

（平成25年3月31日）  

当第1四半期連結会計期間 

（平成25年6月30日）  
増減  

総資産   30,261 28,599 △1,661

負債   21,522 21,277 △245

純資産   8,739 7,322 △1,416
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 負債は、前連結会計年度末の215億22百万円から2億45百万円減少し、212億77百万円となりました。 

  

 純資産は、前連結会計年度末の87億39百万円から14億16百万円減少し、73億22百万円となりました。 

 これは主に、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  通期の連結業績予想につきましては、世界経済、海運市況共に先行き不透明な状況で推移しておりますが、現

在の受注状況を踏まえ、平成25年5月9日に公表いたしました業績予想は変更しておりません。 

  なお、今後の業績に変動を与える事象が生じた場合には、速やかに開示いたします。 
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２．四半期連結財務諸表 
 (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,553 11,624

受取手形及び売掛金 5,053 1,913

商品 2 2

仕掛品 647 296

原材料及び貯蔵品 108 91

その他 2,017 1,999

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 17,376 15,920

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,579 2,538

構築物（純額） 1,252 1,226

機械装置及び運搬具（純額） 1,590 1,509

土地 4,601 4,601

その他（純額） 483 458

有形固定資産合計 10,508 10,335

無形固定資産   

その他 144 130

無形固定資産合計 144 130

投資その他の資産   

投資有価証券 2,004 1,998

その他 313 300

貸倒引当金 △85 △85

投資その他の資産合計 2,232 2,213

固定資産合計 12,885 12,679

資産合計 30,261 28,599
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,997 3,824

短期借入金 3,923 3,850

未払費用 765 604

未払法人税等 12 4

前受金 779 1,287

賞与引当金 116 169

工事損失引当金 3,213 3,945

その他の引当金 69 65

その他 348 772

流動負債合計 14,225 14,524

固定負債   

長期借入金 4,878 4,277

再評価に係る繰延税金負債 930 930

退職給付引当金 1,215 1,267

資産除去債務 63 64

その他の引当金 43 －

その他 164 212

固定負債合計 7,296 6,752

負債合計 21,522 21,277

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200 1,200

資本剰余金 672 672

利益剰余金 7,268 5,822

自己株式 △2,015 △2,015

株主資本合計 7,125 5,679

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 157 187

土地再評価差額金 1,456 1,456

その他の包括利益累計額合計 1,614 1,643

純資産合計 8,739 7,322

負債純資産合計 30,261 28,599
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 8,984 3,526

売上原価 7,248 4,733

売上総利益又は売上総損失（△） 1,736 △1,206

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 93 85

その他 219 190

販売費及び一般管理費合計 313 275

営業利益又は営業損失（△） 1,423 △1,482

営業外収益   

受取配当金 7 6

雇用調整助成金 － 48

その他 1 3

営業外収益合計 9 58

営業外費用   

支払利息 26 26

その他 60 6

営業外費用合計 86 33

経常利益又は経常損失（△） 1,345 △1,456

特別損失   

固定資産除却損 2 －

特別損失合計 2 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,343 △1,456

法人税、住民税及び事業税 319 4

法人税等調整額 223 △99

法人税等合計 543 △95

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

799 △1,361

四半期純利益又は四半期純損失（△） 799 △1,361
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

799 △1,361

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41 29

その他の包括利益合計 △41 29

四半期包括利益 758 △1,332

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 758 △1,332

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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