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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 4,682 △34.1 △154 ― △172 ― △235 ―
24年3月期第2四半期 7,102 △0.9 416 17.1 414 17.9 358 151.6

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2四半期 △8.41 ―
24年3月期第2四半期 12.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 16,802 8,414 50.1
24年3月期 17,412 8,709 50.0
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,414百万円 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2Q 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2Q 35,577 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2Q 27,964,638 株 24年3月期2Q 27,964,794 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費等に支えられ内需は順調に推移しましたが、

円高の長期化や欧州、中国などの海外経済の不安から輸出が落ち込み、全体的にはこれまでの景気持ち

直し感が一服したと見られる状況にあります。今後も中国や韓国との関係悪化など不安定要素は景気回

復の大きな足枷となる可能性もあります。 

一方、わが国造船・海運業界も、依然として海運市況の低迷、円高、船腹過剰などの不透明感から脱

却出来ず、各社とも引き続き厳しい環境の中で新しい業務展開やコストダウン等で生き残りを賭けた経

営を迫られております。 

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が、当第２四半期累計期間の

売上高では、主力製品である舶用内燃機関が、31億9千2百万円と前年同四半期と比べ△20億7千9百万円

(△39.4％)、修理・部品等は14億9千万円と前年同四半期と比べ△3億4千1百万円(△18.6％)、売上高の

総額は46億8千2百万円と前年同四半期と比べ△24億2千万円(△34.1％)のそれぞれ大幅な減収となりま

した。 

損益面では、舶用内燃機関における製造コストの大幅削減が厳しく、部品売上も円高や景気悪化等に

より計画対比伸び悩み、生産性向上、販管費の圧縮に最大限注力しましたが、営業損失は1億5千4百万

円(前年同四半期営業利益4億1千6百万円)、経常損失は1億7千2百万円(前年同四半期経常利益4億1千4百

万円)、四半期純損失は2億3千5百万円(前年同四半期純利益3億5千8百万円)となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ3.3％減少、130億3千9百万円となりました。これは主に、現金及び

預金が4億1百万円、製品が5億8千8百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が15億1千7百

万円減少したことなどによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ4.2％減少、37億6千2百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の減価償却費の計上によるものです。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ3.5％減少、168億2百万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ13.1％減少、57億7千1百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金が4億8千8百万円減少したことなどによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べ26.9％増加、26億1千5百万円となりました。これは主に、長期借入

金が5億3千4百万円増加したことなどによるものです。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ3.6％減少、83億8千7百万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ3.4％減少、84億1千4百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が2億9千1百万円減少したことなどによるものです。 

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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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)は、前事業年度末

に比べ4億1百万円増加、59億3千5百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による結果使用した資金は、4千9百万円（前年同四半期期は17億4千7百万円の収入）となり

ました。前年同四半期に対する主な要因は、税引前四半期純損失の計上、売上債権の減少及びたな卸資

産の増加等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による結果使用した資金は、前年同四半期に比べ１百万円減少、2千1百万円となりました。

前年同四半期に対する主な要因は、有形固定資産の取得による支出とその他の収入よるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による結果得られた資金は、前年同四半期に比べ4億5千2百万円増加、4億7千3百万円となり

ました。前年同四半期に対する主な要因は、長期借入の収入によるものです。 

  

通期の業績につきましては、第２四半期累計期間の実績を踏まえ、前年同期比減収減益となるものの

引き続き部品売上の増加や製造原価、販管費の圧縮努力により、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。 

 なお、第２四半期累計期間の業績予想の修正につきましては、平成24年10月26日公表の「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

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２四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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,534,541 5,935,901

受取手形及び売掛金 5,039,947 3,522,755

製品 410,082 998,759

仕掛品 1,873,218 1,906,131

原材料及び貯蔵品 538,647 582,712

その他 126,134 130,031

貸倒引当金 △37,700 △36,300

流動資産合計 13,484,872 13,039,991

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,280,064 2,224,442

その他（純額） 1,476,190 1,383,360

有形固定資産合計 3,756,254 3,607,802

無形固定資産 58,161 54,901

投資その他の資産   

投資その他の資産 112,854 99,982

投資その他の資産合計 112,854 99,982

固定資産合計 3,927,271 3,762,685

資産合計 17,412,143 16,802,677

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,314,917 3,826,650

1年内返済予定の長期借入金 840,900 856,200

未払法人税等 148,229 13,150

前受金 291,768 187,850

受注損失引当金 350,000 350,000

その他の引当金 117,498 114,545

その他 577,153 423,422

流動負債合計 6,640,468 5,771,819

固定負債   

長期借入金 1,622,800 2,157,200

退職給付引当金 203,339 229,101

その他の引当金 125,861 132,319

その他 109,983 97,252

固定負債合計 2,061,984 2,615,873

負債合計 8,702,452 8,387,692
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９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 4,474,696

自己株式 △6,560 △6,583

株主資本合計 8,684,028 8,392,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,662 22,121

評価・換算差額等合計 25,662 22,121

純資産合計 8,709,691 8,414,984

負債純資産合計 17,412,143 16,802,677
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,102,977 4,682,264

売上原価 6,142,568 4,345,605

売上総利益 960,409 336,659

販売費及び一般管理費 543,992 491,550

営業利益又は営業損失（△） 416,417 △154,891

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,635 1,790

受取家賃 5,786 3,934

技術指導料 － 7,209

雑収入 4,694 4,623

営業外収益合計 12,116 17,558

営業外費用   

支払利息 8,899 8,085

支払手数料 3,506 25,479

雑損失 1,984 1,603

営業外費用合計 14,391 35,167

経常利益又は経常損失（△） 414,142 △172,501

特別利益   

固定資産売却益 87 344

契約解約益 296,432 －

特別利益合計 296,519 344

特別損失   

固定資産売却損 － 508

固定資産除却損 1,299 －

投資有価証券評価損 － 5,940

特別損失合計 1,299 6,448

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 709,362 △178,606

法人税、住民税及び事業税 326,000 2,356

法人税等調整額 25,239 54,250

法人税等合計 351,239 56,607

四半期純利益又は四半期純損失（△） 358,123 △235,213
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

709,362 △178,606

減価償却費 233,300 190,903

引当金の増減額（△は減少） 31,205 27,866

受取利息及び受取配当金 △1,635 △1,790

支払利息 8,899 8,085

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,940

固定資産売却損益（△は益） △87 163

固定資産除却損 1,299 －

売上債権の増減額（△は増加） 633,952 1,413,273

たな卸資産の増減額（△は増加） 439,284 △665,654

仕入債務の増減額（△は減少） △263,644 △490,603

未払消費税等の増減額（△は減少） 108,789 △138,072

その他の資産の増減額（△は増加） △3,930 4,647

その他の流動負債の増減額（△は減少） △120,359 △84,484

その他の固定負債の増減額（△は減少） 240 391

小計 1,776,675 92,059

利息及び配当金の受取額 1,635 1,790

利息の支払額 △9,184 △8,015

法人税等の支払額 △21,652 △135,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,747,474 △49,867

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △43,710 △22,296

有形固定資産の売却による収入 92 544

投資有価証券の取得による支出 △384 △372

その他の支出 △6,580 △603

その他の収入 27,520 759

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,064 △21,969

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 500,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △379,000 △450,300

リース債務の返済による支出 △16,573 △20,246

自己株式の取得による支出 △62 △22

配当金の支払額 △83,753 △56,234

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,610 473,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,745,021 401,359

現金及び現金同等物の期首残高 4,122,366 5,534,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,867,387 5,935,901
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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】 

 
  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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2四半期) (平成24年3月期第2四半期) (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 3,192,019 68.2 5,271,519 74.2 10,674,038 76.3

修理・部品 1,490,245 31.8 1,831,458 25.8 3,315,227 23.7

合計 4,682,264 100.0 7,102,977 100.0 13,989,365 100.0

(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2四半期) (平成24年3月期第2四半期) (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 2,857,001 64.1 3,688,219 69.5 5,938,265 66.2

修理・部品 1,598,845 35.9 1,619,477 30.5 3,030,527 33.8

合計 4,455,846 100.0 5,307,696 100.0 8,968,792 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 9,081,366 96.4 12,568,857 97.7 9,416,384 97.6

修理・部品 336,300 3.6 300,419 2.3 227,700 2.4

合計 9,417,666 100.0 12,869,276 100.0 9,644,084 100.0
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