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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第92期

第２四半期
連結累計期間

第93期
第２四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日

自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日

自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 15,227 15,096 30,968

経常損失（△） （百万円） △2,494 △199 △1,626

四半期（当期）純損失（△） （百万円） △3,222 △1,440 △2,848

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △2,666 △1,431 △2,545

純資産額 （百万円） 24,678 23,666 25,098

総資産額 （百万円） 58,674 51,300 56,087

１株当たり四半期（当期）純
損失金額（△）

（円） △20.09 △8.98 △17.75

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 42.1 46.1 44.7

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 1,359 3,423 1,673

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 3,595 1,089 3,063

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △7,522 △2,524 △8,984

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（百万円） 21,080 21,402 19,410
 

 

回次
第92期

第２四半期
連結会計期間

第93期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年７月１日

至 平成25年９月30日

自 平成26年７月１日

至 平成26年９月30日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

（円） △14.52 △4.54
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1)  業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動などにより個人消

費など一部に弱さが残るものの、政府の経済政策により企業収益が堅調に推移し、設備投資計画の増加や雇用情勢

の改善がみられるなど、総じて緩やかな景気回復基調が続きました。一方、米国景気が回復基調にあるものの、中

国やASEAN諸国経済の失速や地政学的リスクなどが懸念され、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、株式会社名村造船所グループに参画することとし、本年10月１日にさらなるステップ

アップに向けたスタートを切ります。当企業集団の事業の柱である新造船については、環境規制をはじめとする

ルール変更や益々高い次元で求められる省燃費性能を満たすとともに、顧客が求める商品を適時的確に市場に投入

できる体制の構築を目指し、新造船事業を中核事業に据える名村造船所と開発・基本設計機能の一体化を図ってま

いります。地理的に近い佐世保造船所と名村造船所伊万里事業所の効率的な一体運営を図るとともに、名村造船所

グループにおける複数の生産拠点を背景として柔軟な受注および生産体制を整え、調達の一元化による資材コスト

の合理化など、名村造船所グループ全体で規模のメリットを追求しシナジー効果を早期に発揮できるよう努めてま

いります。

当企業集団の連結売上高は、機械部門が堅調に推移したほか為替水準が想定よりも円安水準で推移したことより

船舶部門における新造船の売上高が増加したものの、同部門の修繕船工事量が減少したことなどにより前年同四半

期比0.9％減少の15,096百万円となりました。損益面については、為替水準の好転により受注工事損失引当金を取崩

したことなどから前年同四半期と比べて改善したものの、連結営業損失は160百万円（前年同四半期連結営業損失

2,503百万円）、連結経常損失は199百万円（前年同四半期連結経常損失2,494百万円）となり、連結四半期純損失

は、減損損失の発生等により特別損失を計上した結果、1,440百万円（前年同四半期連結純損失3,222百万円）とな

りました。なお、連結受注高については、新造船６隻を受注したことなどにより、前年同四半期比23.6％増加の

27,075百万円となり、当第２四半期連結累計期間末の連結受注残高は前年同四半期比91.5％増加の68,687百万円と

なりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。
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①　船舶

船舶部門の受注高は、新造船として78千重量トンバルクキャリアー１隻及び85千重量トンバルクキャリアー５隻

の計６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24,567百万円となり、前年

同四半期比38.0％増加しました。売上高は、為替水準の好転による新造船の売上高増加はあったものの、修繕船の

工事量が減少したことなどから前年同四半期比11.8％減少の11,611百万円となりました。セグメント損益は、受注

工事損失引当金が改善したことなどから前年同四半期と比べて改善したものの、81百万円の損失（前年同四半期セ

グメント損失2,683百万円）となりました。当第２四半期連結累計期間に引渡した新造船は78千重量トンバルクキャ

リアー４隻です。この結果、新造船の受注残は19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1,922百万円となり、前年同四半期比44.2％

減少しました。売上高は、化工機が堅調だったことなどから前年同四半期比106.4％増加の2,898百万円となり、セ

グメント利益は70百万円の利益（前年同四半期セグメント損失137百万円）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10.8％減少の586百万円となりまし

た。セグメント損益は前年同四半期比1,084.6％増加の100百万円の利益となりました。

 
(2)  財政状態の分析

①　総資産

総資産は、前連結会計年度末比4,786百万円減少し51,300百万円となりました。これは主として売掛金の減少及び

減損損失の計上等に伴う有形固定資産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

2,341百万円減少し31,311百万円、固定資産は、前連結会計年度末比2,445百万円減少し19,989百万円となりまし

た。

②　負債

負債合計は、前連結会計年度末比3,355百万円減少し27,634百万円となりました。これは主として受注工事損失引

当金の減少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2,238百万円減少し19,847百万円、固定負

債は、前連結会計年度末比1,117百万円減少し7,786百万円となりました。

③　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1,431百万円減

少し23,666百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比1,991百万円増加し

21,402百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは3,423百万円の収入（前年同四半期は1,359百万円の収入）となりまし

た。これは主として売上債権の減少や新造船の受注に伴う前受金の増加などによるものであります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは1,089百万円の収入（前年同四半期は3,595百万円の収入）となりまし

た。これは主として定期預金の払い出しなどによるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは2,524百万円の支出（前年同四半期は7,522百万円の支出）となりまし

た。これは主として長期借入金の返済によるものであります。
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(4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　基本方針の内容

当社は、旧佐世保海軍工廠をルーツとし、昭和21年10月の創業以来、「顧客の信頼に応えうる品質とサービスを

提供する」を基本精神に、伝統ある技術と豊富な実績を活かしつつ変革を進め、顧客の長期的な満足を得られる高

品質製品の開発と製造販売に注力しております。また、平成21年10月１日の会社創立63周年を機に、新たに「企業

理念」、「旗印」及び「社員行動指針」を３つの志として制定いたしました。すなわち「伝統と変革」を旗印に、

「地元の期待に応え、日本社会の役に立ち、世界からも信頼されるものづくり企業になろう、そうあり続けよ

う。」の企業理念の下、安全や品質、環境保護を大切にする社員行動指針に沿って事業を営むことで、企業価値・

株主共同の利益の向上に努めております。

当社が、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させていくためには、上記に加えて(a)船舶分野を中心に長年に

わたって培ってきた伝統ある技術力と豊富な実績を基に、得意分野に注力しつつ、顧客のニーズに合った高品質製

品を開発・製造すること、(b)伝統を守り、その強みを活かしつつも、時代の趨勢と社会のニーズに沿った事業形態

の変革を実現していくこと、(c)基地所在の造船所として、顧客、地域社会との間で長期間にわたって築いてきた信

頼・協力関係を維持・発展させること、(d)地域に根ざした事業等を通じて築き上げられた、内外からの信頼と期待

に応え得る企業活動を行うことなどが不可欠であると考えており、これらが中長期的に確保され、向上させられな

ければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。従って、当社は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者は、これらの点を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向

上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社グループの企業価値・株主共同の利益に

資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、株式の大規模買付行為の中に

は、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実

上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付等の条件等について検討し、あるいは対象会社の

取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも

有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さ

ないものも少なくありません。

こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様がかかる大規模買

付行為に応じるべきか否かを判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し

たり、株主の皆様のために買付者と交渉を行ったりすることなどを可能とすることで、当社の企業価値・株主共同

の利益に反する買付行為を抑止できる体制を設けておくことが必要であると考えております。

②　具体的な取組み

(ⅰ)　会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、創業以来の基本精神である「顧客の信頼に応えうる品質とサービスを提供する」ことや、伝統ある技術

と豊富な実績を活かしつつ変革を進め、顧客の長期的な満足を得られる高品質製品の開発と製造販売を行う方針で

事業を運営しております。加えて、平成21年10月１日に制定した３つの志、すなわち「企業理念」、「旗印」及び

「社員行動指針」に沿って事業を行うことで、企業価値・株主共同の利益の向上に努めております。このような着

実な経営を行うことで、地元の期待に応え、日本社会の役に立ち、世界からも信頼されるものづくり企業になるこ

とを目指しております。
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当社グループを取り巻く経営環境については、船舶事業では新造船船価に回復の兆しが見える一方で、船腹供給過

剰の状況が続いており船価レベル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大量竣工

が続いており、国内外の造船所との競争は益々激化していくものと予想されます。また、機械事業では当社の主力製

品であるクランク軸など船舶用機器業界においても、一部回復傾向はあるものの新造船マーケットの低迷等により依

然として厳しい環境が続いています。

このような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」を策定し昨年５月17日に公表いたしまし

た。この計画に基づき、売上規模を維持・拡大しつつ環境変化に対して耐久性のある収益構造を確立し、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。また、当社グループ全体のガバ

ナンス強化及び経営資源の最適配分により、企業価値の向上を図っていく方針です。

セグメント別の主な取組みとしては、当社の主力事業である新造船事業においては、市場環境の変化に柔軟に対応

できる体制を構築するためのベストオペレーション体制の確立、生産効率の向上及び資機材価格の低減によるコスト

競争力の強化に取り組んでいます。また、高付加価値船の開発力強化へ取り組んでおり、幅広浅喫水の省エネ船であ

る85千重量トン型バルクキャリアーや省エネ化を進化させた78千重量トン型バルクキャリアーを市場に投入しまし

た。修理船事業については、大型艦艇船などへの対応力強化のための技術力強化や戦略的設備投資の実施による艦艇

事業の強化、一般商船事業のコストダウンによる競争力強化により受注拡大を図ります。機械事業においては、これ

までのクランク軸一極依存からの脱却を目指し、舶用LPGタンクなどの化工機や港湾構造物の受注拡大に取り組む方

針を掲げていましたが、舶用LPGタンクなどの製缶事業においては、同業他社とのコスト競争など厳しい環境となっ

ており、事業計画の見直しが必要な状況となりました。

以上により、引き続き当社の伝統を活かし、さらに時代の変化を先取りすべく自己変革を追求し、全社一丸と

なって厳しい時代を勝ち抜いていく所存です。

また当社は、当社経営陣の株主に対する経営責任を一層明確化するため、平成18年６月29日開催の当社第84回定

時株主総会において取締役の任期を１年としています。内部監査部門を中心に会社法及び金融商品取引法の下での

内部統制システムの維持強化への取り組み、並びに定期的な内部監査及び業務改善指導を行っており、今後とも一

層の企業統治の仕組みの強化と経営の透明性確保を図り、さらなる企業価値の向上と株主共同の利益の確保・向上

を追求する所存です。

(ⅱ)　基本方針に照らして不適切なものによって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

当社は、平成24年５月18日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策。

以下「本プラン」といいます。）を更新することを、定款に基づいた株主総会において新株予約権無償割当てに関

する事項の決定を行うことの当社取締役会への委任について株主の皆様から承認をいただくことを条件として決議

し、平成24年６月26日開催の当社第90回定時株主総会において承認をいただいております。

本プランは、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な

情報と時間を確保するとともに、買付者等との協議・交渉などの機会を確保することを通じて、当社の企業価値・

株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として

おります。

本プランは、当社株式について、（a）買付者の株券等保有割合が20％以上となる買付等、（b）公開買付を行う

者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付等（以下、併せて「買

付等」といいます。）を対象とします。
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当社株式について買付等が行われる場合、当社取締役会は、業務提携に伴う場合など別途認めた場合を除き、買

付等又はその提案を行う者（以下、併せて「買付者等」といいます。）に対し、買付等に際して本プランに定める

手続を遵守する旨の誓約文言及び買付等の情報を記載した「買付説明書」の提出を求め、受領した買付説明書を当

社経営陣から独立した者から構成される独立委員会に提供します。独立委員会において、必要に応じて外部専門家

の意見等も踏まえた上で買付説明書及び当社取締役会からの意見や代替案等の評価・比較検討等を行い、また買付

者等との交渉や株主の皆様への情報開示を行います。

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、または当該買付等の内容の検討、買

付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらすおそれのある買付等であるなど、本プランに定める要件のいずれかに該当し新株予約権の無償割当てを実施

することが相当であると判断した場合には、独立委員会規程に従い、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割

当てを実施することを勧告します。この新株予約権は、１円（または当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限

として当社取締役会が新株予約権無償割当ての決議において定める金額）を払い込むことにより、原則として当社

株式１株を取得することができるものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されて

います。また、当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項

が付されており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、本新株予約権１個と引換えに、原則として当社株式

１株が交付されます。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施また

は不実施の決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当

社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

当社取締役会は、独立委員会から新株予約権の無償割当て実施に関する事項の株主総会への付議を勧告された場

合には、速やかに株主総会を招集し、株主の皆様の意思の確認を行い、その結果に従います。一方、独立委員会か

ら新株予約権の無償割当て実施もしくは不実施の勧告を受けた場合には、当社取締役会は、当該勧告を最大限尊重

して新株予約権の無償割当ての実施または不実施等の決議を行い、実施を決議した場合には株主の皆様に対して新

株予約権を無償にて割り当てます。

本新株予約権は、当社取締役会が定める金額を払い込むことによって当社株式が交付されるものですが、定款第

15条に基づき、買付者等による権利行使制限及び当社が当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる条

件が付されております。

新株予約権の無償割当て実施後、買付者等以外の株主の皆様により新株予約権が行使された場合、または、当社

により買付者等以外の株主の皆様に対して新株予約権と引換えに当社株式が交付された場合、株主の皆様が保有す

る当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、株主の皆様が保有する当社株式全体の価値の希釈化は原則と

して生じません。この場合、買付者等の保有する当社株式の議決権割合は最大50%まで希釈化される可能性がありま

す。一方、新株予約権の無償割当て実施後、新株予約権の行使期間前日までの間に当社取締役会が必要と判断して

実施を決議した場合、もしくは独立委員会が必要と判断してその旨勧告し、当社取締役会がその実施を決議した場

合、当社は割り当てた新株予約権のすべてを無償にて取得することができます。この場合には株主の皆様が保有す

る1株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じません。なお新株予約権の無償割当てが実施され、新株予約権の無償

取得もしくは新株予約権との引換えによる当社株式の交付が行われていない場合において、権利行使期間中に株主

の皆様が権利行使の手続きを行わない場合はその保有株式の価値に希釈化が生じる場合があります。

本プランの有効期間は、平成24年６月26日開催の当社第90回定時株主総会の終了後３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、当該有効期間の満了前であっても（a）当社

の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または（b）当社取締役会により本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。
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③　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

前記②（ⅰ）に記載した経営計画及びそれに基づく諸施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的に向上

させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

また、本プランは前記②（ⅱ）に記載したとおり当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための枠

組みであり、当社の基本方針に沿うものです。特に本プランは経済産業省及び法務省による買収防衛策に関する指

針の要件を完全に充足していること、株主総会において株主の皆様の承認を得た上で更新されているものであるこ

と、その内容として合理的な客観的発動要件が設定されていること、本プランの実施・不実施等の判断に際して当

社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の評価・判断を経た上で決定されること、独立委員会がそ

の評価・判断の過程において独立した第三者の助言を得ることができること、有効期間が最長約３年と定められた

上で、その期間満了前であっても株主総会・取締役会の決議により廃止することが可能であることなどにより公正

性・客観性・透明性が担保されており、高度な合理性を有し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するも

のであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 
（ご参考）

当社は、平成24年６月26日開催の当社第90回定時株主総会において承認された本プランにつきまして、本年６月

25日開催の第92回定時株主総会にて当社と株式会社名村造船所（以下「名村造船所」といいます。）との株式交換

契約が承認されたことに伴い、本年10月１日をもって当社は名村造船所の完全子会社となり、本年９月26日付で株

式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所において上場廃止となることから、本プランを継続する

必要がなくなったため、本年９月25日開催の取締役会において、本プランを同日付で廃止することを決議いたしま

した。

 
(5)  研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は68百万円であります。

 
(6)  主要な設備

当第２四半期連結累計期間に完了した設備は以下のとおりであります。なお、休止、大規模改修、除却、売却等

により、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備はありません。

 
完了

会社名

事業所名
所在地

セグメント

の名称
設備の内容

投資総額
（百万円）

完了年月
完成後の

増加能力

佐世保
重工業
（株）
佐世保
造船所

長崎県
佐世保
市 船舶 崎辺丸代替中古船購入 187

平成26年
６月

－

合計 187   
 

（注）　金額には消費税等は含まれておりません。
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(7)  経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

経営成績に重要な影響を与える要因については、第92期　有価証券報告書　「第２　事業の状況　４　事業等の

リスク」並びに当四半期報告書　「第２　事業の状況　１　事業等のリスク」及び「第２　事業の状況　３　財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　（４）事業上及び財務上の対処すべき課題」に記載のとお

りであります。当社グループといたしましては、「新中期経営計画」に基づき、引き続き事業ポートフォリオの変

革を図り、売上規模を維持・拡大しつつ環境変化に対して耐久性のある収益構造を確立し、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上げて取り組んでまいります。

 
(8)  経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてお

ります。経営者の問題認識についての詳細は、第92期　有価証券報告書　「第２　事業の状況　４　事業等のリス

ク」並びに当四半期報告書　「第２　事業の状況　１　事業等のリスク」及び「第２　事業の状況　３　財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　（４）事業上及び財務上の対処すべき課題」に記載のとおり

であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 353,675,000

計 353,675,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成26年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成26年11月14日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 161,955,000 160,461,987 非上場
単元株制度は採用して

おりません。

計 161,955,000 160,461,987 － －
 

(注) １．平成26年10月１日付の当社と株式会社名村造船所との株式交換に伴い、同年９月26日付をもって上場を廃止

いたしました。なお、上場廃止以前の上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名は、東京証

券取引所第一部及び福岡証券取引所であります。

２．平成26年10月１日付の臨時株主総会決議に基づく定款変更により、単元株制度を同日付で廃止いたしまし

た。なお、廃止以前の単元株式数は1,000株であります。

３．平成26年９月25日付の取締役会決議により、同年10月１日付で当社の保有する自己株式の全部を消却いたし

ました。これに伴い、発行済株式総数が1,493,013株減少しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 
(百万円)

資本金残高

 
(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成26年９月30日 － 161,955 － 8,414 － 5,148
 

(注)　平成26年９月25日の取締役会決議により、同年10月１日付で当社の保有する自己株式の全部を消却いたしまし

た。これに伴い、発行済株式総数が1,493,013株減少しております。
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(6) 【大株主の状況】

平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

新日鐵住金株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 15,658 9.66

株式会社メタルワン 東京都港区芝３丁目23－１ 12,110 7.47

ゴールドマンサックスインターナショ
ナル（常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK（東京都港区六
本木６丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー）

9,765 6.02

MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理
人　モルガン・スタンレーMUFG証券株
式会社）

25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.
（東京都千代田区大手町１丁目９－７大手町フィナン
シャルシティサウスタワー）

6,501 4.01

吉田海運株式会社 長崎県佐世保市三浦町１－34 6,455 3.98

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
（常任代理人　バークレイズ証券株式
会社）

5 THE NORTH COLONNADE CANARY WHARF LONDON E14 4BB
UNITED KINGDOM（東京都港区六本木６丁目10番１号）

2,872 1.77

株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町10番12号 2,590 1.59

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神２丁目13－１ 2,590 1.59

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 2,521 1.55

クレディ・スイス・セキュリティーズ
（ヨーロッパ）リミテッド　ピービ
―　オムニバス　クライアント　アカ
ウント（常任代理人　クレディ・スイ
ス証券株式会社）

ONE CABOT SOUARE LONDON E14 4QJ（東京都港区六本木１
丁目６番１号）

2,253 1.39

計 － 63,316 39.09
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,493,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 160,187,000 160,187 －

単元未満株式 普通株式 275,000 － －

発行済株式総数  161,955,000 － －

総株主の議決権 － 160,187 －
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権9個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式13株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）      

佐世保重工業株式会社
東京都中央区日本橋浜町
二丁目31番１号

1,493,000 － 1,493,000 0.92

計 － 1,493,000 － 1,493,000 0.92
 

　

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 
役職の異動

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

専務執行役員
社長室担当

取締役

専務執行役員
社長室長 西村　道明 平成26年８月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　　なお、当社の監査法人は次の通り交代しております。

　　第93期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　　新日本有限責任監査法人

　　第93期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間　　　有限責任監査法人トーマツ
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１ 【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26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 20,235 21,512

  受取手形及び売掛金 9,967 6,928

  商品及び製品 15 15

  仕掛品 1,853 1,301

  原材料及び貯蔵品 305 438

  その他 1,275 1,114

  流動資産合計 33,652 31,311

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,583 6,712

   土地 5,489 5,128

   その他（純額） 5,271 4,665

   有形固定資産合計 18,344 16,507

  無形固定資産 169 141

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,025 3,160

   その他 1,161 446

   貸倒引当金 △265 △265

   投資その他の資産合計 3,921 3,340

  固定資産合計 22,434 19,989

 資産合計 56,087 51,300

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 9,829 8,884

  設備関係支払手形 68 84

  短期借入金 4,369 3,120

  未払法人税等 63 56

  前受金 4,021 5,727

  保証工事引当金 17 18

  受注工事損失引当金 2,468 854

  その他 1,247 1,102

  流動負債合計 22,085 19,847

 固定負債   

  長期借入金 5,553 4,318

  繰延税金負債 535 527

  特別修繕引当金 47 35

  環境対策引当金 174 166

  退職給付に係る負債 2,340 2,274

  その他 252 465

  固定負債合計 8,903 7,786

 負債合計 30,989 27,634
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

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 11,790 10,349

  自己株式 △978 △978

  株主資本合計 24,374 22,932

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 472 579

  繰延ヘッジ損益 △47 △69

  退職給付に係る調整累計額 298 223

  その他の包括利益累計額合計 724 733

 純資産合計 25,098 23,666

負債純資産合計 56,087 51,300
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 15,227 15,096

売上原価 16,690 14,288

売上総利益又は売上総損失（△） △1,463 808

販売費及び一般管理費 ※1  1,040 ※1  968

営業損失（△） △2,503 △160

営業外収益   

 受取利息及び配当金 37 44

 為替差益 184 21

 その他 9 10

 営業外収益合計 231 76

営業外費用   

 支払利息 142 114

 その他 79 1

 営業外費用合計 222 115

経常損失（△） △2,494 △199

特別利益   

 固定資産売却益 59 39

 ゴルフ会員権売却益 0 0

 その他 － 10

 特別利益合計 59 51

特別損失   

 固定資産売却損 13 0

 固定資産処分損 26 4

 投資有価証券評価損 － 4

 減損損失 － ※2  1,247

 退職特別加算金 693 －

 その他 40 －

 特別損失合計 773 1,257

税金等調整前四半期純損失（△） △3,208 △1,405

法人税、住民税及び事業税 14 35

法人税等合計 14 35

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,222 △1,440

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △3,222 △1,440
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,222 △1,440

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 484 106

 繰延ヘッジ損益 72 △22

 退職給付に係る調整額 － △74

 その他の包括利益合計 556 9

四半期包括利益 △2,666 △1,431

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,666 △1,431

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失（△） △3,208 △1,405

 減価償却費 1,056 1,006

 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,683 △1,613

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △409 －

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △182

 保証工事引当金の増減額（△は減少） △1 1

 特別修繕引当金の増減額（△は減少） 0 △11

 受取利息及び受取配当金 △37 △44

 支払利息 142 114

 為替差損益（△は益） △56 3

 固定資産売却損益（△は益） △45 △39

 固定資産処分損益（△は益） 26 4

 減損損失 － 1,247

 投資有価証券評価損益（△は益） － 4

 売上債権の増減額（△は増加） 1,168 3,039

 たな卸資産の増減額（△は増加） △910 419

 未収消費税等の増減額（△は増加） 160 △91

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 166 274

 仕入債務の増減額（△は減少） △295 △945

 前受金の増減額（△は減少） 1,445 1,705

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 594 △176

 その他 △39 236

 小計 1,441 3,547

 利息及び配当金の受取額 33 46

 利息の支払額 △147 △117

 法人税等の支払額 △8 △53

 法人税等の還付額 41 －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,359 3,423

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 △45 △50

 定期預金の払戻による収入 3,472 1,481

 有形固定資産の除却による支出 △4 △2

 有形固定資産の取得による支出 △483 △418

 有形固定資産の売却による収入 163 85

 無形固定資産の取得による支出 △17 △6

 投資有価証券の売却及び償還による収入 510 －

 長期貸付けによる支出 △0 －

 貸付金の回収による収入 0 0

 その他 0 △0

 投資活動によるキャッシュ・フロー 3,595 1,089
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

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 △7,484 △2,484

 配当金の支払額 △4 △5

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 その他 △32 △34

 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,522 △2,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,580 1,991

現金及び現金同等物の期首残高 23,661 19,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  21,080 ※1  21,402
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　　該当事項はありません。

 
 
　　(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率決定の基礎となる債券の期間について

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額

を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　なお退職給付会計基準等の適用による影響は軽微であります。

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年９月30日)

給料及び手当 363百万円 273百万円

賃借料 72百万円 43百万円

研究開発費 162百万円 68百万円

退職給付費用 18百万円 3百万円

業務委託費 53百万円 291百万円
 

 

 

EDINET提出書類

佐世保重工業株式会社(E02125)

四半期報告書

21/27



 

※２　減損損失

　　　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

　　　前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

　　　　該当はありません。

 

　　　当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　　　　①（用途）機械セグメントにおける製缶事業用資産

　　　　　（種類）機械装置ほか

　　　　　（場所）長崎県佐世保市

　　　　　（金額）708百万円

（経緯）「機械」セグメントで取り組んでいる製缶事業において、直近の経営環境を踏まえ事業計画を見直

しました。その結果、当該事業における将来キャッシュ・フローが低下したことから帳簿価額を零

まで減額いたしました。

　　　　②（用途）遊休資産ほか

　　　　　（種類）土地ほか

　　　　　（場所）長崎県佐世保市ほか

　　　　　（金額）538百万円

　　　　　（経緯）市場価格の下落などにより帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。

　　　

　　　　（グルーピングの方法）

　　　　　　原則として事業の種類別セグメント単位とし、遊休資産は個々の物件単位でグルーピングしております。

　　　　（回収可能価額の算定方法）

　　　　　　不動産鑑定評価額等を基礎とした正味売却価額により算定しております。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日
  至  平成26年９月30日)

現金及び預金勘定 21,262百万円 21,512百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △182百万円 △110百万円

現金及び現金同等物 21,080百万円 21,402百万円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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

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)

船舶 機械 計

売上高        

  外部顧客への売上高 13,164 1,404 14,569 657 15,227 － 15,227

  セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － 776 776 △776 －

計 13,164 1,404 14,569 1,434 16,003 △776 15,227

セグメント利益又は損失（△） △2,683 △137 △2,820 8 △2,811 307 △2,503
 

(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307百万円には、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２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

 

　１．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

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)

船舶 機械 計

売上高        

  外部顧客への売上高 11,611 2,898 14,510 586 15,096 － 15,096

  セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － 917 917 △917 －

計 11,611 2,898 14,510 1,503 16,014 △917 15,096

セグメント利益又は損失（△） △81 70 △11 100 89 △249 △160
 

(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△249百万円には、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。

 

　２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更した

ことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算を同様に変更しております。

　当該変更による各セグメント利益に与える影響は軽微であります。

 

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失

　　①「機械」セグメント
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当該事業で取り組んでいる製缶事業において、直近の経営環境を踏まえ事業計画を見直した結果、将来キャッ

シュ・フローが低下したことから帳簿価額を零まで減額しました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期

連結累計期間において708百万円であります。

　　②「その他」

遊休資産の市場価格の下落などにより帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上いたしました。なお、

当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において538百万円であります。

 

 

(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △20円09銭 △8円98銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（百万円） △3,222 △1,440

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（百万円） △3,222 △1,440

普通株式の期中平均株式数（千株） 160,464 160,463
 

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月14日

佐世保重工業株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   井　上　　　　嘉　之   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   藤　川　　　　　賢　   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている佐世保重工業株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年７月１日から

平成26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、佐世保重工業株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

その他の事項

会社の平成26年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に

係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び

監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成25年11月12日付で無限定の結論を表明し

ており、また、当該連結財務諸表に対して平成26年６月26日付で無限定適正意見を表明している。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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