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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 22,949 △18.2 △440 ― △261 ― △999 ―
25年3月期第3四半期 28,044 △45.4 △1,564 ― △1,507 ― △1,247 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 △510百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △1,238百万円 （―％）

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3四半期 △6.23 ―
25年3月期第3四半期 △7.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 57,093 26,834 47.0
25年3月期 65,795 27,345 41.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 26,834百万円 25年3月期 27,345百万円

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 
 

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

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  

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 30,000 △16.5 △2,400 ― △2,800 ― △3,600 ― △22.43



(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 
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、リスク
や不確実性を含んでおります。そのため、当社としてその実現を約束する趣旨のものではなく、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控え下
さいますようお願いいたします。実際の業績等は様々な要因により、この業績見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。なお、実際の業績
に影響を与える要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、対ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 161,955,000 株 25年3月期 161,955,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,491,440 株 25年3月期 1,488,730 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 160,464,043 株 25年3月期3Q 160,467,585 株
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権の経済政策に伴う円高修正を背景に企業収

益が改善し、設備投資が徐々に増加基調となるなど、緩やかに景気回復へ向かう動きが見られました。一

方、海外経済においては、欧州景気に下げ止まりの動きが見られたものの、米国財政問題の動向や今後の

新興国の成長鈍化などが懸念され、わが国の景気を下押しするリスクとなっていることなどから、引き続

き先行き不透明な状況が続いております。 

こうした状況において当社グループは、連結受注高については、新造船８隻を受注したことなどから前

年同四半期比29.7％増加の31,981百万円となりました。連結売上高については、低船価の新造船建造が進

捗したことにより前年同四半期比18.2％減少の22,949百万円となりました。この結果、当第３四半期連結

累計期間末の連結受注残高は前年同四半期比8.2％増加の40,751百万円となりました。損益面においては、

為替相場の円安基調への転換によりドル建て受注済新造船の損益見込みが改善したことなどに伴い受注工

事損失引当金が減少したことから、連結営業損益は440百万円の損失（前年同四半期連結営業損失1,564百

万円）、連結経常損益は、為替差益等を計上したことにより261百万円の損失（前年同四半期連結経常損失

1,507百万円）となりました。これに希望退職の実施に伴う特別損失及び法人税等を計上した結果、連結四

半期純損失は999百万円（前年同四半期連結四半期純損失1,247百万円）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

①船舶 

船舶部門の受注高は、新造船として77千重量トンバルクキャリアー７隻及び85千重量トンバルクキャ

リアー１隻の計８隻を受注したほか、海上自衛隊、米海軍艦船及び一般商船等の修理工事等を加え26,90

5百万円となり、前年同四半期比24.4％増加しました。売上高は、低船価の新造船の工事が進捗したこと

により前年同四半期比21.4％減少の19,608百万円となり、セグメント損益は、為替相場の円安基調への

転換によりドル建て受注済新造船の損益見込みが改善したことなどに伴い受注工事損失引当金が減少し

たことから、870百万円の損失（前年同四半期セグメント損失1,787百万円）となりました。当第３四半

期連結累計期間に引渡した新造船は75千重量トンバルクキャリアー４隻及び85千重量トンバルクキャリ

アー１隻の計５隻です。この結果、新造船の受注残は12隻となりました。 

②機械 

機械部門の受注高は、機器工事として船舶用機器や一般産業機械等で3,919百万円となり、前年同四半

期比80.7％増加しました。これは主として舶用LPGタンクシステムの受注が好調だったことなどによるも

のであります。売上高は、クランク軸の価格低迷の影響等により前年同四半期比1.3％減少の2,184百万

円となり、セグメント損益は94百万円の損失（前年同四半期セグメント損失167百万円）となりました。 

③その他 

主な事業の内訳は給食事業その他で、受注高、売上高ともに前年同四半期比32.2％増加の1,156百万円

となりました。セグメント利益は前年同四半期比23.0％減少の28百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

（総資産） 

総資産は、前連結会計年度末比8,701百万円減少し57,093百万円となりました。これは主として借入金

の返済に伴う現金及び預金の減少などによるものであります。なお、流動資産は前連結会計年度末比6,2

24百万円減少し33,063百万円、固定資産は前連結会計年度末比2,476百万円減少し24,030百万円となりま

した。 

 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末比8,190百万円減少し30,259百万円となりました。これは主として借入

金の返済等によるものであります。なお、流動負債は、前連結会計年度末比479百万円減少し20,440百万

円、固定負債は、前連結会計年度末比7,710百万円減少し9,818百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、連結四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末比510

百万円減少し26,834百万円となりました。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後のわが国経済につきましては、政府による財政・金融政策への期待感から為替が円安基調へと転換

し、緩やかではあるものの回復の兆しが見え始めている一方、米国財政問題や今後の新興国経済の動向な

ど世界経済を巡る不安定要因がわが国の景気を下押しするリスクとなっていることに加え、平成26年４月

からの消費税率引き上げ決定による景気の腰折れも懸念され、引き続き先行きは不透明な状況でありま

す。 

造船業界においては、船腹供給過剰の状況が続いており、運賃も低迷していることなどから新造船の船

価は依然低水準にとどまっております。さらに受注環境においても新造船の竣工が史上 高レベルで続い

ているため、今後、新規受注に向けた競争は益々激化していくものと予想されます。従いまして、国内造

船所においては、韓国・中国との競争に打ち勝つためのさらなるコスト削減、高付加価値船の開発による

競争力強化、ベテランから若手への技能伝承などが引き続き大きな課題となっております。 

また、機械業界においては、東日本大震災による被災地復興需要が見込まれるものの、当社の主力製品

であるクランク軸など船舶用機器業界においては、新造船マーケットの低迷等による影響を受けて採算性

の悪化が懸念される状況にあります。 

このような厳しい経営環境に対応するため、当社グループは「新中期経営計画」を策定し平成25年５月1

7日に公表いたしました。本計画においては、売上構造の転換により売上規模の維持・拡大を図ると同時

に、事業運営体制の見直し・強化を図り、環境変化に対して耐久性のある収益構造を確立することを基本

方針とし、2015年度の黒字化及び2016年度以降の収益安定を実現すべく全社を挙げて取り組んでおりま

す。 

なお、平成26年３月期の連結業績については、為替相場の動向等を見極めることが現時点において難し

いため、平成25年８月12日付で公表した通期の業績予想を変更しておりません。今後、何らかの変化があ

る場合は適切に開示してまいります。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

期中における重要な子会社の異動はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,403 21,734

受取手形及び売掛金 11,489 8,197

有価証券 40 －

商品及び製品 15 16

仕掛品 619 1,748

原材料及び貯蔵品 346 353

その他 1,371 1,012

流動資産合計 39,287 33,063

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,064 7,720

土地 5,753 5,637

その他（純額） 5,935 5,297

有形固定資産合計 19,753 18,655

無形固定資産 200 171

投資その他の資産   

投資有価証券 3,241 3,538

その他 3,577 1,930

貸倒引当金 △265 △265

投資その他の資産合計 6,553 5,203

固定資産合計 26,507 24,030

資産合計 65,795 57,093

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,926 10,219

設備関係支払手形 61 99

短期借入金 5,369 4,619

未払法人税等 17 20

前受金 1,493 2,695

保証工事引当金 29 28

受注工事損失引当金 2,325 1,536

その他 1,698 1,220

流動負債合計 20,920 20,440
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 13,522 6,128

繰延税金負債 325 452

退職給付引当金 3,428 2,973

特別修繕引当金 34 41

その他 218 223

固定負債合計 17,529 9,818

負債合計 38,449 30,259

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,414 8,414

資本剰余金 5,148 5,148

利益剰余金 14,638 13,638

自己株式 △977 △978

株主資本合計 27,222 26,222

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 239 907

繰延ヘッジ損益 △116 △295

その他の包括利益累計額合計 122 612

純資産合計 27,345 26,834

負債純資産合計 65,795 57,093
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 28,044 22,949

売上原価 27,635 21,988

売上総利益 408 960

販売費及び一般管理費 1,972 1,401

営業損失（△） △1,564 △440

営業外収益   

受取利息及び配当金 63 63

為替差益 311 408

その他 23 16

営業外収益合計 397 488

営業外費用   

支払利息 327 199

その他 14 109

営業外費用合計 341 308

経常損失（△） △1,507 △261

特別利益   

固定資産売却益 595 59

その他 98 0

特別利益合計 693 59

特別損失   

固定資産売却損 － 13

固定資産処分損 13 27

投資有価証券評価損 144 －

退職特別加算金 － 692

その他 20 40

特別損失合計 178 773

税金等調整前四半期純損失（△） △993 △975

法人税、住民税及び事業税 16 24

過年度法人税等 237 －

法人税等合計 254 24

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,247 △999

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △1,247 △999
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,247 △999

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7 668

繰延ヘッジ損益 2 △179

その他の包括利益合計 9 489

四半期包括利益 △1,238 △510

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,238 △510

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(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） 

   該当事項はありません。 

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 
 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

船舶 機械 計 

その他 
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
財務諸表
計上額 
(注３) 

売上高    

  外部顧客への売上高 24,955 2,213 27,169 875 28,044 － 28,044

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

37 － 37 1,115 1,152 △1,152 －

計 24,993 2,213 27,206 1,990 29,196 △1,152 28,044

セグメント利益又は損失（△） △1,787 △167 △1,955 37 △1,917 353 △1,564

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業、ゴルフ場事業及び運

輸事業等を含んでおります。 

  ２ 一般管理費等の全社費用は予算金額を基に各セグメントに配分しており、実際発生額との予算差異につい

ては配分しておりません。セグメント利益の調整額として計上している353百万円には、この予算差異を計

上しております。 

  ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 
 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

船舶 機械 計 

その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
財務諸表
計上額 
(注３) 

売上高    

  外部顧客への売上高 19,608 2,184 21,793 1,156 22,949 － 22,949

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ 0 0 1,134 1,135 △1,135 －

計 19,608 2,185 21,793 2,291 24,084 △1,135 22,949

セグメント利益又は損失（△） △870 △94 △965 28 △936 496 △440

(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業、ゴルフ場事業及び運

輸事業等を含んでおります。 

  ２ 一般管理費等の全社費用は予算金額を基に各セグメントに配分しており、実際発生額との予算差異につい

ては配分しておりません。セグメント利益の調整額として計上している496百万円には、この予算差異を計

上しております。 

  ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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4.補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

（単位：百万円） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 25,195 87.6 19,808 82.2 △5,386 △21.4

機械 2,700 9.4 3,130 13.0 430 15.9

その他 875 3.0 1,156 4.8 281 32.2

合計 28,770 100.0 24,096 100.0 △4,674 △16.2

 

② 受注状況 

（単位百万円） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 

船舶 21,619 87.7 26,905 84.1 5,285 24.4

機械 2,169 8.8 3,919 12.3 1,750 80.7

その他 875 3.5 1,156 3.6 281 32.2

合計 24,664 100.0 31,981 100.0 7,317 29.7

 

③ 受注残高 

（単位：百万円） 

前第３四半期連結会計期間末

(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末

(平成25年12月31日) 
増減 

 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 35,792 95.0 37,384 91.7 1,592 4.4

機械 1,879 5.0 3,366 8.3 1,487 79.1

その他 － － － － － －

合計 37,671 100.0 40,751 100.0 3,079 8.2

 （注１） 受注残高は工事完成基準で記載しております。当第３四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶

7,814百万円を、前第３四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶14,818百万円を工事進行基準による

売上高として計上しております。 

 （注２） 前連結会計年度末外貨建受注残高の為替レート変動による増加額917百万円は、当第３四半期連結会計

期間末受注残高に加算しております。 

 
④ 販売実績 

（単位：百万円） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 24,955 89.0 19,608 85.5 △5,347 △21.4

機械 2,213 7.9 2,184 9.5 △28 △1.3

その他 875 3.1 1,156 5.0 281 32.2

合計 28,044 100.0 22,949 100.0 △5,094 △18.2
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