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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年９月30日）
（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 ％

29年３月期第２四半期 5,009 9.7 229 △14.0 252 △10.2 177 △15.2

28年３月期第２四半期 4,564 △1.7 267 － 281 5,947.4 209 6,611.5
　

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

29年３月期第２四半期 11 62 － －

28年３月期第２四半期 13 70 － －

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第２四半期 12,146 8,145 67.1

28年３月期 11,950 8,011 67.0

(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 8,145 百万円 28年３月期 8,011 百万円

　

２．配当の状況

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

28年３月期 － － － － － － 2 00 2 00

29年３月期 － － － －

29年３月期(予想) － － 2 00 2 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 8,300 0.3 140 △59.1 180 △50.5 130 △57.0 8 50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期２Ｑ 15,400,000株 28年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 106,626株 28年３月期 105,155株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 15,294,148株 28年３月期２Ｑ 15,296,772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、四半期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、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの

将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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２四半期会計期間におけるわが国経済は、円高の進行や株式市場の低迷により、景気は伸び悩み個人消費も

低調に推移するなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

また、中国をはじめとするアジア新興国、資源国の景気の下振れや、英国のＥＵ離脱問題など海外経済の不確実

性も高まっております。

造船業界は船価低迷や円高進行の影響により新造船の受注状況は厳しく低水準が続いております。また、海運業

界につきましても、傭船料の長期低迷から韓国最大手の韓進海運が経営破綻するといった厳しい状況にあります。

このような状況下、当社といたしましては、主機関の販売台数が当初計画に比べ１台減少したものの、修繕ドッ

クを中心に部分品及び修理工事等が当初計画よりも伸びたことにより、当第２四半期累計期間は、売上高5,009百万

円（前年同期比9.7％増）、経常利益252百万円（前年同期比10.2％減）、四半期純利益177百万円（前年同期比15.2

％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末の総資産は12,146百万円となり、前事業年度末に比べ195百万円増加いたしました。主な要因は、

営業債権の増加（602百万円）に対し、棚卸資産の減少（387百万円）等によるものです。

当第２四半期末の負債は4,000百万円となり、前事業年度末に比べ61百万円増加いたしました。主な要因は、仕

入債務の増加（391百万円）に対し、借入金・社債の返済及び償還による減少（211百万円）や未払消費税等の支払

いによる未払金の減少（84百万円）等によるものです。

当第２四半期末の純資産は8,145百万円となり、前事業年度末に比べ134百万円増加いたしました。主な要因は、

四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加（147百万円）に対し、その他有価証券評価差額金の減少（10百万

円）等によるものです。

この結果、当第２四半期末における自己資本比率は67.1％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、第２四半期実績及び今後の主機関の受注動向等を踏まえ平成28年10月31日に通期の業

績予想を修正いたしております。詳しくは、同日付け公表の「平成29年３月期通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。

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

前回発表予想（Ａ） 8,500 70 100 70 4.58

今回修正予想（Ｂ） 8,300 140 180 130 8.50

増減額（Ｂ－Ａ） △200 70 80 60 －

増減率（％） △2.3 100.0 80.0 85.7 －

（ご参考）前期実績 8,273 342 364 302 19.78

　なお、配当予想につきましては、平成28年５月13日に発表いたしました数値から変更はありません。
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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

税金費用の計算

税金費用については、事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく

合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間より適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第２四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額は軽微であります。
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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28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,018,288 2,934,737

受取手形及び売掛金 2,277,009 2,879,621

仕掛品 2,064,616 1,735,683

原材料及び貯蔵品 455,840 397,072

その他 104,442 109,067

貸倒引当金 - △289

流動資産合計 7,920,197 8,055,893

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,493,179 1,477,866

その他（純額） 1,387,166 1,420,163

有形固定資産合計 2,880,346 2,898,030

無形固定資産 31,395 37,525

投資その他の資産

投資その他の資産 1,138,929 1,175,484

貸倒引当金 △20,260 △20,421

投資その他の資産合計 1,118,669 1,155,063

固定資産合計 4,030,411 4,090,618

資産合計 11,950,609 12,146,511
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,581,452 1,972,507

短期借入金 514,884 482,084

未払法人税等 82,991 82,050

引当金 166,906 169,943

その他 727,946 745,038

流動負債合計 3,074,181 3,451,624

固定負債

社債 132,000 -

長期借入金 321,658 179,106

退職給付引当金 53,056 49,515

役員退職慰労引当金 181,778 156,453

その他 176,270 164,028

固定負債合計 864,762 549,102

負債合計 3,938,944 4,000,727

純資産の部

株主資本

資本金 1,510,000 1,510,000

資本剰余金 926,345 926,345

利益剰余金 5,453,961 5,601,107

自己株式 △32,014 △32,213

株主資本合計 7,858,292 8,005,240

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 150,933 140,543

繰延ヘッジ損益 2,438 -

評価・換算差額等合計 153,371 140,543

純資産合計 8,011,664 8,145,784

負債純資産合計 11,950,609 12,146,511
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 4,564,997 5,009,978

売上原価 3,559,447 4,003,004

売上総利益 1,005,549 1,006,974

販売費及び一般管理費 738,234 777,032

営業利益 267,315 229,942

営業外収益

受取利息 1,288 448

受取配当金 11,388 12,558

スクラップ売却益 9,234 7,778

その他 9,105 16,026

営業外収益合計 31,017 36,811

営業外費用

支払利息 13,868 8,613

その他 3,326 5,792

営業外費用合計 17,194 14,405

経常利益 281,137 252,347

特別利益

受取保険金 60,114 -

特別利益合計 60,114 -

特別損失

投資有価証券評価損 - 2,823

債権放棄損 22,287 -

特別損失合計 22,287 2,823

税引前四半期純利益 318,964 249,524

法人税等 109,354 71,788

四半期純利益 209,610 177,736
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 318,964 249,524

減価償却費 161,621 153,642

投資有価証券評価損益（△は益） - 2,823

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,097 451

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,200 △6,600

製品保証引当金の増減額（△は減少） △544 9,637

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,689 △3,541

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,175 △25,325

受取保険金 △60,114 -

債権放棄損 22,287 -

受取利息及び受取配当金 △12,677 △13,006

支払利息及び手形売却損 15,305 8,613

固定資産除売却損益（△は益） 76 -

売上債権の増減額（△は増加） 423,715 △602,612

たな卸資産の増減額（△は増加） 103,429 387,700

その他の資産の増減額（△は増加） 4,629 △50,874

仕入債務の増減額（△は減少） △1,090,627 391,055

未払又は未収消費税等の増減額 124,371 △144,571

その他の負債の増減額（△は減少） △62,271 12,095

割引手形の増減額（△は減少） 181,572 -

小計 63,325 369,012

利息及び配当金の受取額 12,677 13,006

利息の支払額 △15,295 △8,268

保険金の受取額 60,114 -

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,336 △71,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,485 301,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △211,000 △207,000

定期預金の払戻による収入 317,000 217,000

有形固定資産の取得による支出 △37,150 △129,322

有形固定資産の売却による収入 18 -

無形固定資産の取得による支出 - △10,897

投資有価証券の取得による支出 △1,808 △1,770

貸付けによる支出 △1,900 -

貸付金の回収による収入 2,745 3,176

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,221 △4,816

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,684 △133,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △177,752 △175,352

社債の償還による支出 △36,000 △36,000

自己株式の純増減額（△は増加） △141 △198

配当金の支払額 △30,689 △30,353

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,582 △241,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,412 △73,551

現金及び現金同等物の期首残高 2,591,987 2,786,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,530,575 2,712,737
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（４）四半期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）

当第２四半期累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

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２四半期累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

該当事項はありません。

　

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメント

であります。

　

①生産実績

当第２四半期累計期間の生産実績は次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

内燃機関関連事業 5,009,978 9.7

(注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

②受注実績

当第２四半期累計期間の受注実績は次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

内燃機関関連事業 5,728,825 47.6 4,489,850 79.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

③販売実績

当第２四半期累計期間の販売実績は次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

内燃機関関連事業 5,009,978 9.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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