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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 1,740 △29.4 6 ― 7 ― 0 ―
25年3月期第1四半期 2,463 △36.6 △66 ― △61 ― △94 ―

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 0.02 ―
25年3月期第1四半期 △3.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 15,109 7,979 52.8
25年3月期 15,606 7,976 51.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,979百万円 25年3月期  7,976百万円

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26年3月期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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,548 △2.9 △479 ― △485 ― △487 ― △17.42
通期 8,327 △20.5 △922 ― △936 ― △940 ― △33.62



(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） 

※  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 28,000,000 株 25年3月期 28,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 37,097 株 25年3月期 37,097 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 27,962,903 株 25年3月期1Q 27,964,723 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２ページ「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。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年末の政権交代による新政権下での持続的な経済成長実現の諸

政策への期待感から、円安・株高が進行し、景気回復やデフレ脱却への明るい兆しが一部見えはじめました。しか

しながら米国の金融緩和縮小観測や中国などの新興国の経済成長への減速懸念は払拭できず、依然として先行きが

不透明な状況が続くものと思われます。 

一方、わが国造船・海運業界は、円安の効果が出て来ているものの、船腹供給過剰、海上運賃の低迷、燃料価格

の高騰など厳しい業界環境が今暫く続くものと思われ、事業計画の見直しや収益性改善など、企業体質の強化と一

層の経営努力に迫られています。 

この様な状況下にあって、当第１四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8億7千2百万円と

前年同四半期と比べ△7億6千3百万円(△46.7％)とほぼ半減、修理・部品等は8億6千8百万円と前年同四半期と比べ4

千万円(4.8％)の微増に止まったため、全体としては17億4千万円と前年同四半期と比べ△7億2千3百万円(△29.4％)

の大幅な減収となりました。 

損益面では、採算の厳しい主機関の販売が少なかったことや、製造原価・販管費の削減に最大限注力した結果、

営業利益は6百万円(前年同四半期は6千6百万円の損失)、経常利益は7百万円(前年同四半期は6千1百万円の損失)、 

当四半期純利益は478千円(前年同四半期は9千4百万円の損失)となり、僅かながら黒字を確保出来ました。 

  

 (資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ4.0％減少し、110億1千1百万円となりました。これは、主として製品及び仕掛

品が6億8千6百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が6億5千8百万円、現金及び預金が4億3千4百万円それぞれ

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0.9％減少し、40億9千7百万円となりました。これは、主として有形固定資産

の減価償却によります。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ3.2％減少し、151億9百万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ1.3％減少し、55億7百万円となりました。これは、主として前受金が3億4千1

百万円増加し、支払手形及び買掛金が3億7千5百万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20.9％減少し、16億2千2百万円となりました。これは、主として長期借入金が

4億2千6百万円減少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6.6％減少し、71億3千万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ僅かながら増加し、79億7千9百万円となりました。 

  

当第１四半期累計期間の業績は、前年同四半期と比べ減収増益となりましたが、第２四半期以降の事業環境は当

初予想どおり依然として厳しく、平成25年5月10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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

  

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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,920,847 4,485,877

受取手形及び売掛金 3,717,726 3,059,691

製品 397,544 1,292,445

仕掛品 1,721,868 1,513,888

原材料及び貯蔵品 532,763 544,123

未収還付法人税等 120,220 108,394

その他 97,743 41,716

貸倒引当金 △35,600 △34,500

流動資産合計 11,473,113 11,011,636

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,170,576 2,143,969

その他（純額） 1,748,530 1,744,219

有形固定資産合計 3,919,106 3,888,188

無形固定資産 66,810 59,525

投資その他の資産   

投資その他の資産 147,604 150,821

貸倒引当金 － △800

投資その他の資産合計 147,604 150,021

固定資産合計 4,133,521 4,097,736

資産合計 15,606,634 15,109,372

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,524,978 3,149,577

1年内返済予定の長期借入金 931,800 892,400

前受金 40,200 381,500

受注損失引当金 450,000 450,000

その他の引当金 121,304 189,028

その他 510,897 445,067

流動負債合計 5,579,181 5,507,574

固定負債   

長期借入金 1,691,000 1,264,800

退職給付引当金 208,125 216,193

その他の引当金 47,999 40,958

その他 103,873 100,539

固定負債合計 2,051,001 1,622,492

負債合計 7,630,182 7,130,066
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６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 4,017,856 4,018,334

自己株式 △6,705 △6,705

株主資本合計 7,935,901 7,936,379

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,550 42,926

評価・換算差額等合計 40,550 42,926

純資産合計 7,976,451 7,979,305

負債純資産合計 15,606,634 15,109,372
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,463,536 1,740,446

売上原価 2,289,804 1,537,832

売上総利益 173,731 202,614

販売費及び一般管理費 239,930 196,151

営業利益又は営業損失（△） △66,198 6,462

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,212 1,312

受取家賃 2,036 1,848

技術指導料 3,563 －

還付加算金 － 2,406

雑収入 3,454 1,891

営業外収益合計 10,266 7,459

営業外費用   

支払利息 3,478 3,493

支払手数料 1,745 1,745

雑損失 802 1,137

営業外費用合計 6,026 6,375

経常利益又は経常損失（△） △61,958 7,546

特別利益   

固定資産売却益 344 －

特別利益合計 344 －

特別損失   

固定資産売却損 508 －

投資有価証券評価損 4,792 －

特別損失合計 5,300 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △66,915 7,546

法人税、住民税及び事業税 1,178 7,223

法人税等調整額 26,885 △155

法人税等合計 28,063 7,068

四半期純利益又は四半期純損失（△） △94,979 478
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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）四半期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）

４．その他

  （１）売上及び受注の状況

(単位：千円、千円未満切捨て）

事業区分

前四半期累計期間 当四半期累計期間 (参考)

自  平成24年4月 1日 自  平成25年4月 1日
(平成25年3月期)

至  平成24年6月30日 至  平成25年6月30日

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

舶用内燃機関 1,635,346 66.4 872,173 50.1 7,408,538 70.7

修理・部品 828,190 33.6 868,273 49.9 3,064,575 29.3

合計 2,463,536 100.0 1,740,446 100.0 10,473,113 100.0

(単位：千円、千円未満切捨て）

事業区分

前四半期累計期間 当四半期累計期間 (参考)

自 平成24年4月 1日 自 平成25年4月 1日
(平成25年3月期)

至 平成24年6月30日 至 平成25年6月30日

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

受
注
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 2,257,173 72.1 1,950,545 68.4 6,306,369 65.7

修理・部品 875,090 27.9 899,073 31.6 3,285,675 34.3

合計 3,132,263 100.0 2,849,618 100.0 9,592,044 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 10,038,211 97.3 9,392,587 95.1 8,314,215 94.9

修理・部品 274,600 2.7 479,600 4.9 448,800 5.1

合計 10,312,811 100.0 9,872,187 100.0 8,763,015 100.0
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  （２）役員等の異動（平成25年9月1日付）

氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名

清 水  道 生    常務取締役生産本部長  常務取締役生産本部長兼資材部長

板 垣  孝 二    生産本部資材部長
 MHIディーゼルサービスエンジニア
 リング㈱ 設計部 部長代理 
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