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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日）

（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12月期第１四半期 42,059 43.6 △36 ― 1,651 7,325.4 846 7.3

23年12月期第１四半期 29,295 △28.8 △2,353 ― 22 △99.0 789 △42.2

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期 3,769百万円( ―％) 23年12月期第１四半期△1,779百万円( ―％)

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12月期第１四半期 18. 25 ― ―

23年12月期第１四半期 17. 01 ― ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 138,991 55,419 36.0

23年12月期 124,130 52,230 38.1

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 50,081百万円 23年12月期 47,354百万円

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

23年12月期 ― ― 12. 50 ― ― 12. 50 25. 00

24年12月期 ― ―

24年12月期(予想) 13. 75 ― ― 13. 75 27. 50

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 60,000 4.6 ― ― 2,000 △25.8 1,200 △54.3 25. 86

通期 150,000 15.4 ― ― 5,000 △1.1 3,500 14.1 75. 42



  

 

 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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）2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。 

・当社グループは海外での事業を中心としており、資金の決済は大半が外貨建てで行われておりますが、

これらの取引を円貨に換算する為替レート並びに決算に際して適用する為替レートにより営業損益と営

業外損益との入繰りが発生するため、営業利益の予想が難しい状況にあります。従って、現時点では営

業利益の予想を開示しておりませんが、期末又は四半期決算に際して予想の開示が可能となった時点で

速やかに開示を行う予定であります。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 有

（３）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 ： 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

（４）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) 24年12月期１Ｑ 46,408,000株 23年12月期 46,408,000株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 663株 23年12月期 663株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 46,407,337株 23年12月期１Ｑ 46,407,337株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

※ 業績予想における営業利益の開示について



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… 3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

（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 ………………………… 6 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 6 

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 7 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

  

○添付資料の目次

- 1 -



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にある中で、政策効果などを背景とする緩やかな持ち直しの動きが見られました。海外については全体

として弱い回復となっており、欧州では景気の足踏み状態にあります。 

 原油価格は、イランに対する経済制裁の強化を背景に高止まりしており、WTIは１バレル100ドル台で

推移しました。こうした中で、当社グループが特化する浮体式海洋石油・ガス生産設備に関する事業は

安定的な成長が期待されております。 

こうした状況のもと、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、Petrobras社向けCernambi South鉱

区FPSOのオペレーションサービス及び既存プロジェクトにおける設計変更等により受注高が72,313百万

円（前年同期比609.8％増）となりました。売上高は、FPSOの建造工事の進捗と関係会社が提供するチ

ャーター及びオペレーションサービスなどにより42,059百万円（前年同期比43.6％増）となりました。 

 利益面では、前年度末から円安が進んだことによる為替差益及びリース事業を行っている持分法適用

関連会社による安定的な持分法投資利益を計上したことにより、経常利益は1,651百万円（前年同期比

7,325.4％増）、四半期純利益は846百万円（前年同期比7.3％増）となりました。 

なお、当社グループは、浮体式石油生産設備の建造及びこれに関連する各種サービスを提供する単一

の事業を展開しているため、セグメント別の業績等の記載は省略しております。 

  

（参考）  

 当第１四半期連結累計期間における連結損益、持分法適用関係会社の損益の当社出資比率相当額並び

に未実現利益の損益への影響額は以下のとおりとなっております。 
（単位:百万円）

 
 （注） 本表は、連結損益、持分法適用関係会社の損益の当社出資比率相当額、及び未実現利益の消去並びに実現に

係る影響額を、当社が独自に算出して単純合算及び控除したものであり、有限責任あずさ監査法人によるレ
ビューは受けておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産の状況は、年度末から為替は円安傾向に推移したことにより、ま

た建造工事の進捗による売掛金が増加したことにより、前連結会計年度末比14,861百万円増加して

138,991百万円となりました。 

負債も主に、為替による影響及び売掛金増加に対応する買掛金の増加により、前連結会計年度末比

11,671百万円増加して83,572百万円となりました。 

純資産は、為替による影響を受けて為替換算調整勘定が増加したことにより、前連結会計年度末比

3,189百万円増加して55,419百万円となりました。 

  

平成24年12月期の連結業績予想につきましては、平成24年２月16日に公表いたしました連結業績予想

から変更ありません。 

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１四半期 
連結累計期間

持分法適用 
関係会社 
当社出資 
比率相当額

持分法投資 
利益調整

小 計 
  

(持分法投資 
  利益調整後)

未実現利益 
影響額控除 
(消去及び 
実現に係る 
影響額)

合 計 
  

(未実現利益 
影響額控除後)

営業利益 △36 1,804 ― 1,767 △18 1,749

経常利益 1,651 674 △505 1,819 △18 1,800

法人税等 670 168 ― 839 25 865

少数株主利益 133 ― ― 133 56 190

四半期純利益 846 505 △505 846 △101 745

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。 

  

  税金費用の計算 

税金費用に関しては、一部の連結子会社において、主として当第１四半期連結累計期間を含む連結

会計年度の税金等調整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、税金等

調整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。 

  

 該当事項はありません。 

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,320 21,747

売掛金 48,486 56,663

たな卸資産 2,315 2,663

短期貸付金 6,244 4,778

その他 7,696 8,602

貸倒引当金 △345 △316

流動資産合計 81,717 94,139

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 11,462 11,650

その他（純額） 500 637

有形固定資産合計 11,963 12,288

無形固定資産

のれん 3,230 3,344

その他 3,199 3,250

無形固定資産合計 6,429 6,594

投資その他の資産

投資有価証券 10,901 12,500

関係会社長期貸付金 8,754 9,412

その他 4,364 4,056

投資その他の資産合計 24,020 25,969

固定資産合計 42,413 44,852

資産合計 124,130 138,991

負債の部

流動負債

買掛金 46,232 53,578

短期借入金 1,999 4,281

1年内返済予定の長期借入金 3,459 3,934

未払費用 3,878 4,817

未払法人税等 2,746 2,902

前受金 1,525 2,074

賞与引当金 65 105

役員賞与引当金 20 －

保証工事引当金 1,889 2,042

その他の引当金 74 72

その他 896 899

流動負債合計 62,788 74,709

固定負債

長期借入金 5,255 4,750

退職給付引当金 168 162

その他 3,687 3,949

固定負債合計 9,111 8,862

負債合計 71,900 83,572
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 20,185 20,185

資本剰余金 20,915 20,915

利益剰余金 23,027 23,294

自己株式 △1 △1

株主資本合計 64,127 64,394

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11 △3

繰延ヘッジ損益 △6,579 △6,034

為替換算調整勘定 △10,182 △8,275

その他の包括利益累計額合計 △16,772 △14,312

少数株主持分 4,876 5,338

純資産合計 52,230 55,419

負債純資産合計 124,130 138,991
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

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

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

売上高 29,295 42,059

売上原価 29,638 40,008

売上総利益又は売上総損失（△） △343 2,050

販売費及び一般管理費 2,009 2,086

営業損失（△） △2,353 △36

営業外収益

受取利息 343 337

受取配当金 － 60

為替差益 621 995

持分法による投資利益 2,008 505

その他 80 54

営業外収益合計 3,054 1,953

営業外費用

支払利息 189 121

デリバティブ評価損 469 129

その他 19 16

営業外費用合計 678 266

経常利益 22 1,651

特別利益

関係会社株式売却益 64 －

特別利益合計 64 －

税金等調整前四半期純利益 86 1,651

法人税、住民税及び事業税 133 750

過年度法人税等 － 17

法人税等調整額 △608 △96

法人税等合計 △474 670

少数株主損益調整前四半期純利益 561 980

少数株主利益又は少数株主損失（△） △227 133

四半期純利益 789 846
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 561 980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 8

繰延ヘッジ損益 87 128

為替換算調整勘定 551 1,428

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,980 1,224

その他の包括利益合計 △2,341 2,788

四半期包括利益 △1,779 3,769

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,673 3,306

少数株主に係る四半期包括利益 △106 462
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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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