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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 22,252 △39.9 3,063 △36.3 3,063 △34.9 1,770 5.3
24年3月期第3四半期 37,053 15.7 4,810 34.8 4,707 35.1 1,681 6.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,796百万円 （0.3％） 24年3月期第3四半期 1,791百万円 （15.4％）

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3四半期 104.42 ―
24年3月期第3四半期 99.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第3四半期 33,473 10,227 30.6 603.10
24年3月期 41,673 8,686 20.8 512.17
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,227百万円 24年3月期  8,686百万円

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  
当社は、定款において期末日を基準日として定めておりますので、四半期における配当は実施しておりません。 

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 ― ― ― 15.00 15.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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 28,500 △40.3 1,010 △73.8 910 △75.8 310 △69.6 18.28



(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 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料3ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

※  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3Q 22,530,000 株 24年3月期 22,530,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 5,571,130 株 24年3月期 5,570,517 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 16,959,233 株 24年3月期3Q 16,960,111 株
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（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世界経済は、欧州債務危機は小康状態を保ち、アメリカの「財政の崖」問題

もひとまず回避される等底打ちの兆しが見られたものの、債務問題の再燃懸念、経済回復の遅れや先進国に対する

輸出の減少による新興国経済の減速等の不安要素は多く、先行き不透明な状況が続きました。 

 わが国経済につきましては、歴史的な円高に修正基調が見られたものの、世界経済の回復の遅れにより輸出及び

生産活動は低迷した状態であり、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の売上高につきましては、222億52百万円（前年同四半期比

39.9％減）となりました。損益は、業務の効率化を進めるとともに、総力を挙げて徹底したコスト削減に努めた結

果、営業利益30億63百万円（前年同四半期比36.3％減）、経常利益30億63百万円（前年同四半期比34.9％減）、四

半期純利益17億70百万円（前年同四半期比5.3％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

（注）セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

①船舶事業 

  新造船工事につきましては、海上荷動きの停滞や新造船大量竣工による船腹過剰等を要因とする海運市況の低

迷で船舶需要は減少し、低調に推移する新造船船価も早期に回復する見込みがない等取り巻く環境は厳しく、予

断を許さない状況が続きました。 

 改修船工事につきましても、海運業界における市況の低迷や円高のため顧客の修繕費用が抑制される等、受

注・採算面共に厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の船舶事業全体の業績につきましては、売上高218億86百万

円、セグメント利益36億98百万円となりました。受注残高につきましては、136億44百万円となりました。  

  

②その他 

 陸上事業につきましては、公共、民間設備投資が、景気の先行き不透明感により伸び悩み、サービス事業につ

きましても、雇用情勢・所得環境の回復は鈍く個人消費が低迷する等、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高3億65百万円、セグメント損

失3百万円となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（連結財政状態） 

 （単位：百万円） 

  

 総資産は、前連結会計年度末の416億73百万円から81億99百万円減少し、334億73百万円となりました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
報告セグメント

その他 合計 
調整額 

（注） 

四半期連結損益

計算書計上額 船舶事業  

売上高   21,886  365  22,252  －  22,252

セグメント利益 

又は損失（△）  
 3,698  △3  3,695  △631  3,063

  
前連結会計年度 

（平成24年3月31日）  

当第3四半期連結会計期間 

（平成24年12月31日） 
増減  

総資産   41,673 33,473 △8,199

負債   32,986 23,245 △9,741

純資産   8,686 10,227 1,541
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 負債は、前連結会計年度末の329億86百万円から97億41百万円減少し、232億45百万円となりました。 

 これは主に、前受金、未払法人税等、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。 

  

 純資産は、前連結会計年度末の86億86百万円から15億41百万円増加し、102億27百万円となりました。 

 これは主に、利益剰余金が増加したことによるものであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期業績につきましては、収益予想の前提となる今後の受注状況、為替等の変動要因もあることから、平成24

年5月10日に公表いたしました業績予想を据え置いております。 

  

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社グループは、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,722 8,990

受取手形及び売掛金 13,831 7,630

商品 3 1

仕掛品 392 334

原材料及び貯蔵品 116 113

その他 3,904 3,167

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 27,963 20,232

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,762 2,627

構築物（純額） 1,302 1,253

機械装置及び運搬具（純額） 1,960 1,635

土地 4,474 4,528

その他（純額） 601 553

有形固定資産合計 11,101 10,597

無形固定資産   

その他 193 152

無形固定資産合計 193 152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,738 1,833

その他 739 743

貸倒引当金 △64 △85

投資その他の資産合計 2,413 2,490

固定資産合計 13,709 13,241

資産合計 41,673 33,473
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,672 6,466

短期借入金 3,440 3,875

未払費用 1,118 650

未払法人税等 2,439 10

前受金 2,907 463

賞与引当金 508 278

工事損失引当金 4,768 3,165

その他の引当金 71 71

その他 1,627 429

流動負債合計 25,552 15,410

固定負債   

長期借入金 5,257 5,585

再評価に係る繰延税金負債 930 930

退職給付引当金 1,126 1,202

資産除去債務 62 63

その他の引当金 47 39

その他 9 13

固定負債合計 7,434 7,835

負債合計 32,986 23,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200 1,200

資本剰余金 672 672

利益剰余金 7,334 8,846

自己株式 △2,015 △2,015

株主資本合計 7,191 8,702

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43 68

土地再評価差額金 1,451 1,456

その他の包括利益累計額合計 1,495 1,525

純資産合計 8,686 10,227

負債純資産合計 41,673 33,473
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 37,053 22,252

売上原価 30,559 18,324

売上総利益 6,493 3,927

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 428 230

貸倒引当金繰入額 － 19

その他 1,255 614

販売費及び一般管理費合計 1,683 864

営業利益 4,810 3,063

営業外収益   

受取配当金 9 21

為替差益 － 58

その他 6 17

営業外収益合計 16 98

営業外費用   

支払利息 87 75

その他 31 23

営業外費用合計 118 98

経常利益 4,707 3,063

特別損失   

固定資産除却損 494 120

減損損失 506 －

その他 462 －

特別損失合計 1,462 120

税金等調整前四半期純利益 3,244 2,942

法人税、住民税及び事業税 2,533 212

法人税等調整額 △970 959

法人税等合計 1,563 1,171

少数株主損益調整前四半期純利益 1,681 1,770

四半期純利益 1,681 1,770
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,681 1,770

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 25

土地再評価差額金 115 －

その他の包括利益合計 109 25

四半期包括利益 1,791 1,796

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,791 1,796

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

   

   

該当事項はありません。  

   

   

（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
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