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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 51,316 11.5 6,514 22.1 6,261 23.0 2,868 △32.0
23年3月期第3四半期 46,027 △7.1 5,334 △7.6 5,090 △3.6 4,217 35.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,890百万円 （△26.0％） 23年3月期第3四半期 3,907百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 17.88 ―
23年3月期第3四半期 26.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 87,756 30,485 34.7
23年3月期 85,013 28,396 33.4
（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  30,485百万円 23年3月期  28,396百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 69,000 2.6 4,800 △25.9 4,500 △27.0 2,500 △44.2 15.58



(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、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、四半期
決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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
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） 24年3月期3Q 161,955,000 株 23年3月期 161,955,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,485,710 株 23年3月期 1,482,028 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 160,470,782 株 23年3月期3Q 160,475,593 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機及び米国経済の低迷等に起因した海外

経済の減速や記録的な円高水準の定着、並びに東日本大震災の影響により、景気は厳しい状況で推移しま

した。今後については、電力供給の制約等により国内経済の停滞が懸念されることや、米国経済の回復及

び欧州債務危機の克服の見通しが不透明なことから、景気は下振れする可能性もあり、厳しい状況が続く

ことが懸念されます。 

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、新造船の船価低迷や円高の影響などか

ら前年同四半期比13.0％減少の18,736百万円となりました。連結売上高については、前年同四半期におい

て一部の新造船の売上計上基準について工事完成基準を適用していたことや高船価の新造船が売上に計上

されたことなどから前年同四半期比11.5％増加の51,316百万円となりました。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35.4％減少の63,190百万円となりました。損益面では、

連結売上高が増加したことなどから連結営業利益は前年同四半期比22.1％増加の6,514百万円、経常利益は

前年同四半期比23.0％増加し6,261百万円となりました。四半期純利益は前年同四半期に計上された特別利

益がなかったことなどから前年同四半期比32.0％減少の2,868百万円となりました。 

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75千重量トンバルクキャリアー３隻を受注したほか、海上自衛

隊、米海軍艦船及び一般商船・客船の修理工事等で14,647百万円となり、前年同四半期比12.4％減少し

ました。売上高は前年同四半期比14.4％増加の46,198百万円となりました。当第３四半期連結累計期間

に引渡した新造船は115千重量トン原油タンカー２隻、115千重量トンプロダクトタンカー１隻、75千重

量トンバルクキャリアー２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。損益面で

は、セグメント利益は前年同四半期比41.3％増加の5,106百万円となりました。 

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3,199百万円となり、前年同四半

期比19.3％減少しました。売上高は前年同四半期比11.5％減少の4,228百万円となりました。損益面で

は、当社主力製品であるクランク軸の価格が下落したことなどによりセグメント利益は前年同四半期比

33.7％減少の838百万円となりました。 

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4.3％増加の889百万円と

なりました。セグメント利益は前年同四半期比52.5％増加の107百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

流動資産は、前連結会計年度末比4,592百万円増加し59,215百万円となりました。これは主として受取

手形及び売掛金の増加によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末比1,849百万円減少し

28,540百万円となりました。これは主として減価償却に伴う有形固定資産の減少や株式市況の下落に伴

う投資有価証券の減少などによるものです。 

この結果、資産合計は前連結会計年度末比2,742百万円増加し87,756百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末比4,085百万円減少し35,431百万円となりました。これは主として前受

金の減少などによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末比4,739百万円増加し21,838百万円

となりました。これは主として長期借入金の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末比654百万円増加し57,270百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比2,088百万円

増加し30,485百万円となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の経営成績については堅調に推移しておりますが、新造船の受注環境につい

ては世界経済の停滞等により低船価で推移しており、さらに日本の造船所においては、為替相場が記録的

な円高水準で推移していることや、国内鋼材価格が高止まりしていることなどから、新造船の受注により

受注工事損失引当金を計上する可能性が高い状況であります。なお、平成23年５月13日に公表いたしまし

た業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

 

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,592 31,967

受取手形及び売掛金 18,723 21,538

有価証券 70 40

商品及び製品 18 17

仕掛品 1,587 1,360

原材料及び貯蔵品 1,201 773

繰延税金資産 1,174 1,497

その他 2,256 2,021

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 54,623 59,215

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,220 8,732

土地 7,143 7,088

その他（純額） 8,390 7,833

有形固定資産合計 24,753 23,654

無形固定資産 201 182

投資その他の資産   

投資有価証券 3,202 2,595

繰延税金資産 2,068 1,951

その他 435 421

貸倒引当金 △271 △265

投資その他の資産合計 5,434 4,702

固定資産合計 30,390 28,540

資産合計 85,013 87,756

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,161 19,125

設備関係支払手形 196 199

短期借入金 3,668 6,201

未払法人税等 3,430 1,024

前受金 10,394 4,306

保証工事引当金 52 42

受注工事損失引当金 1,283 3,157

その他 2,332 1,375

流動負債合計 39,517 35,431
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 11,917 16,591

繰延税金負債 2 1

退職給付引当金 4,898 5,002

特別修繕引当金 46 46

その他 233 196

固定負債合計 17,098 21,838

負債合計 56,616 57,270

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 16,026 18,094

自己株式 △977 △977

株主資本合計 28,612 30,679

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △215 △193

その他の包括利益累計額合計 △215 △193

純資産合計 28,396 30,485

負債純資産合計 85,013 87,756
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 46,027 51,316

売上原価 38,797 42,969

売上総利益 7,229 8,347

販売費及び一般管理費 1,895 1,832

営業利益 5,334 6,514

営業外収益   

受取利息及び配当金 74 80

その他 33 27

営業外収益合計 107 107

営業外費用   

支払利息 203 278

為替差損 120 26

その他 26 55

営業外費用合計 351 360

経常利益 5,090 6,261

特別利益   

固定資産売却益 0 1

契約解約益 2,042 －

その他 42 0

特別利益合計 2,084 1

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産処分損 85 8

投資有価証券評価損 42 627

減損損失 34 －

その他 21 62

特別損失合計 184 703

税金等調整前四半期純利益 6,991 5,559

法人税、住民税及び事業税 3,257 2,896

法人税等調整額 △483 △205

法人税等合計 2,773 2,690

少数株主損益調整前四半期純利益 4,217 2,868

少数株主利益 － －

四半期純利益 4,217 2,868
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,217 2,868

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △310 21

その他の包括利益合計 △310 21

四半期包括利益 3,907 2,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,907 2,890
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

 

(4) 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22年４月１日  至  平成22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 40,397 4,776 45,174 852 46,027 － 46,027

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － 1,572 1,572 △1,572 －

計 40,397 4,776 45,174 2,425 47,599 △1,572 46,027

セグメント利益 3,612 1,263 4,876 70 4,947 387 5,334

(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 各セグメントに配分している一般管理費等の全社費用は予算金額を基に行っており、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387百万円には、この予

算差異を計上しております。 

  ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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23年４月１日  至  平成23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 46,198 4,228 50,427 889 51,316 － 51,316

  セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － 1,512 1,512 △1,512 －

計 46,198 4,228 50,427 2,401 52,828 △1,512 51,316

セグメント利益 5,106 838 5,944 107 6,051 463 6,514

(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 各セグメントに配分している一般管理費等の全社費用は予算金額を基に行っており、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463百万円には、この予

算差異を計上しております。 

  ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

(5) 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23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

   該当事項はありません。 
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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） 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 45,760 89.5 44,549 90.0 △1,211 △2.6

機械 4,528 8.8 4,073 8.2 △454 △10.0

その他 852 1.7 889 1.8 36 4.3

合計 51,141 100.0 49,512 100.0 △1,629 △3.2

 

② 受注状況 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 

船舶 16,727 77.6 14,647 78.2 △2,079 △12.4

機械 3,967 18.4 3,199 17.1 △767 △19.3

その他 852 4.0 889 4.7 36 4.3

合計 21,547 100.0 18,736 100.0 △2,810 △13.0

 

③ 受注残高 

（単位：百万円） 

前連結会計年度末 

(平成22年12月31日) 

当連結会計年度末 

(平成23年12月31日) 
増減 

 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 94,098 96.2 61,225 96.9 △32,873 △34.9

機械 3,693 3.8 1,965 3.1 △1,728 △46.8

その他 － － － － － －

合計 97,792 100.0 63,190 100.0 △34,602 △35.4

 （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

25,796百万円を、前第３四半期連結会計期間末の受注残高の内、船舶19,813百万円、機械2百万円を工事

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減少額△589百万円は、当第３四半期連結会

計年度末受注残高より減算しております。 

 
④ 販売実績 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 40,397 87.8 46,198 90.0 5,800 14.4

機械 4,776 10.4 4,228 8.3 △548 △11.5

その他 852 1.8 889 1.7 36 4.3

合計 46,027 100.0 51,316 100.0 5,289 11.5
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