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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,463 △36.6 △66 ― △61 ― △94 ―
24年3月期第1四半期 3,887 17.6 293 48.9 295 51.1 316 248.8

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1四半期 △3.40 ―
24年3月期第1四半期 11.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 16,359 8,551 52.3
24年3月期 17,412 8,709 50.0
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,551百万円 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、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) 5,177 △27.1 △232 ― △233 ― △235 ― △8.40
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1Q 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1Q 35,277 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1Q 27,964,723 株 24年3月期1Q 27,964,846 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1四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災復興需要やエコカー補助金などの政策特

需に支えられ、緩やかな景気回復を辿りました。しかし欧州債務危機や円高が続き、中国経済減速、夏

場の電力不足懸念等により、今後の景気の先行きは依然として不透明感を払拭出来ない状況にありま

す。 

一方、わが国造船・海運業界は、大量竣工による船舶過剰感から海運市況が好転せず、また円高等に

よる価格競争力の低下もあって新造受注は更に厳しさを増しており、引続き予断を許さない事業環境に

置かれております。 

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16億3千5百万円と前年同四半期と比べ△12億9千万円(△

44.1％)、修理・部品等は8億2千8百万円と前年同四半期と比べ△1億3千3百万円(△13.9％)、売上高の

総額は24億6千3百万円と前年同四半期と比△14億2千3百万円(△36.6％)のそれぞれ減収となりました。

損益面では、舶用内燃機関売上が大幅な減収となった上、部品売上が伸び悩み、製造原価の大幅な圧

縮に至らなかったことから、営業損失は6千6百万円と前年同四半期と比べ△3億5千9百万円、経常損失

は6千1百万円と前年同四半期に比べ△3億5千7百万円、また当四半期純損失も9千4百万円と前年同四半

期と比べ△4億1千1百万円の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7.1％減少し、125億3千万円となりました。これは、主として受取

手形及び売掛金が10億3千3百万円、現金及び預金が2億2千7百万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2.5％減少し、38億2千8百万円となりました。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6.0％減少し、163億5千9百万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ8.2％減少し、60億9千4百万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が2億8千7百万円、未払法人税等が1億3千9百万円それぞれ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16.9％減少し、17億1千3百万円となりました。これは、主として長

期借入金が3億5千4百万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10.3％減少し、78億8百万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ1.8％減少し、85億5千1百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が1億5千万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1四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、当第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１四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１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,534,541 5,307,348

受取手形及び売掛金 5,039,947 4,006,761

製品 410,082 599,024

仕掛品 1,873,218 1,963,602

原材料及び貯蔵品 538,647 571,103

その他 126,134 120,015

貸倒引当金 △37,700 △37,000

流動資産合計 13,484,872 12,530,856

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,280,064 2,252,398

その他（純額） 1,476,190 1,425,891

有形固定資産合計 3,756,254 3,678,290

無形固定資産 58,161 53,149

投資その他の資産   

投資その他の資産 112,854 97,415

投資その他の資産合計 112,854 97,415

固定資産合計 3,927,271 3,828,855

資産合計 17,412,143 16,359,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,314,917 4,027,806

1年内返済予定の長期借入金 840,900 745,200

未払法人税等 148,229 9,053

前受金 291,768 326,809

受注損失引当金 350,000 350,000

その他の引当金 117,498 139,632

その他 577,153 496,414

流動負債合計 6,640,468 6,094,917

固定負債   

長期借入金 1,622,800 1,268,200

退職給付引当金 203,339 218,304

その他の引当金 125,861 129,090

その他 109,983 97,636

固定負債合計 2,061,984 1,713,230

負債合計 8,702,452 7,808,148
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24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 4,765,839 4,614,931

自己株式 △6,560 △6,560

株主資本合計 8,684,028 8,533,120

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,662 18,444

評価・換算差額等合計 25,662 18,444

純資産合計 8,709,691 8,551,564

負債純資産合計 17,412,143 16,359,712
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 3,887,522 2,463,536

売上原価 3,319,472 2,289,804

売上総利益 568,050 173,731

販売費及び一般管理費 274,805 239,930

営業利益又は営業損失（△） 293,244 △66,198

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,102 1,212

受取家賃 2,006 2,036

技術指導料 － 3,563

雑収入 5,615 3,454

営業外収益合計 8,724 10,266

営業外費用   

支払利息 4,198 3,478

支払手数料 1,743 1,745

雑損失 972 802

営業外費用合計 6,914 6,026

経常利益又は経常損失（△） 295,053 △61,958

特別利益   

固定資産売却益 － 344

契約解約益 296,432 －

特別利益合計 296,432 344

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（△） 591,485 △66,915

法人税、住民税及び事業税 277,000 1,178

法人税等調整額 △2,317 26,885

法人税等合計 274,682 28,063

四半期純利益又は四半期純損失（△） 316,803 △94,979
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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1四半期) (平成24年3月期第1四半期) (平成24年3月期)

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

舶用内燃機関 1,635,346 66.4 2,926,173 75.3 10,674,038 76.3

修理・部品 828,190 33.6 961,349 24.7 3,315,227 23.7

合計 2,463,536 100.0 3,887,522 100.0 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1四半期) (平成24年3月期第1四半期) (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 2,257,173 72.1 2,233,046 73.7 5,938,265 66.2

修理・部品 875,090 27.9 795,449 26.3 3,030,527 33.8

合計 3,132,263 100.0 3,028,495 100.0 8,968,792 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 10,038,211 97.3 13,459,030 97.5 9,416,384 97.6

修理・部品 274,600 2.7 346,500 2.5 227,700 2.4

合計 10,312,811 100.0 13,805,530 100.0 9,644,084 100.0
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