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平成27年度 第3四半期 決算概要

連　結

平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

第3四半期 第3四半期
自 平成27年04月01日 自 平成26年04月01日

至 平成27年12月31日 至 平成26年12月31日

26,309 億円                    26,182 億円                    0.5 %

28,326 億円                    26,833 億円                    5.6 %

1,853 億円                      1,716 億円                      8.0 %

1,748 億円                      1,882 億円                      △7.1 %

1,048 億円                      1,424 億円                      △26.4 %

533 億円                         711 億円                         △25.0 %

15.91円                           21.21円                           △25.0 %

注. 記載金額は億円未満を切り捨てて表示しています。

経 常 利 益

対 前 年 同 四 半 期
増 減 率

受 注 高

売 上 高

営 業 利 益

税 金 等 調 整 前
四 半 期 純 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益

１ 株 当 た り
四 半 期 純 利 益
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１．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算について、当社は当第３四半期連結累計期間における税引前四半期純利益に重要な

永久差異を加減算し法定実効税率を乗じて計算し、連結子会社は主として当第３四半期連結会計期

間を含む連結会計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。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。以

下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 25

年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配

が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第

１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主

持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５

項（４）及び事業分離等会計基準第 57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四

半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表、及び当第３四半期連結累計期間の四半

期連結損益計算書への影響は軽微であります。 
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（３）追加情報

（客船事業関連損失）

平成 23 年 11 月に受注したアイーダ・クルーズ向け大型クルーズ客船２隻建造プロジェクト（以下

「客船事業」という。）については、プロトタイプの客船建造の困難さが顕在化したことなどにより、

大幅なコスト悪化が発生し、平成 25 年度に 64,126 百万円、前連結会計年度に 69,534 百万円を客船

事業関連損失として特別損失に計上しております。 

１番船の建造に関しては、平成 27 年９月の引渡に向け、更なる人員を投入し、客先と一丸となって

工事を進めてきましたが、工事終盤に至って生じた設計変更や 終工程を進めている中で判明した不

具合への対応のため、納期を12月に見直すに至り、当連結会計年度の第２四半期に30,953百万円を

特別損失に計上しました。 

当第３四半期に入り、12 月引渡に向けて、海上試運転を始めとした各種機能確認試験の実施と同時

並行的に内装工事の 終仕上げに 大のリソースを投入して全力で取り組んできましたが、内装工事

の 終仕上げ段階において、手直しや客先との調整事項等が生じ、その対応が完全には収束しなかっ

たこと、また、本船は 新鋭の設備を装備しており、その性能、品質確保のため、各種 終検査に十

分な期間を確保するため、客先とも協議の上、引渡時期を再延期することとなりました。 

この結果、今後発生する損失額が、既に引当計上した金額を超過することが当第３四半期連結会計期

間において見込まれるに至ったため、当第３四半期連結会計期間末時点で可能な範囲で合理的に見

積った追加損失予想額 22,108 百万円を特別損失として計上しており、当第３四半期連結累計期間に

おいて、客船事業関連損失として特別損失に計上した金額は53,061百万円となります。 

なお、当社は客船事業に関し今後発生する損失を、継続的な事業として発生する損失ではないものと

位置付け、特別損失に計上しております。 

２番船の建造に関しては、工費及び関連経費について、１番船との間で現時点における完成予想原価

の差額が約640億円となっております。２番船については、１番船においてプロトタイプ船ゆえに生

じた多額の異常原価の相当額を、作業手順の見直し等による正常化により解消する方針です。一方、

客先と工期について協議中であることなどから、今後発生する損失額は異なってくる可能性がありま

す。 
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２．四半期連結財務諸表

（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27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 367,415 353,566 

受取手形及び売掛金 1,291,278 1,156,720 

商品及び製品 182,281 186,377 

仕掛品 985,570 1,146,707 

原材料及び貯蔵品 157,010 155,476 

繰延税金資産 150,939 152,829 

その他 429,027 544,701 

貸倒引当金 △11,519 △8,827

流動資産合計 3,552,002 3,687,552 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 377,804 376,322 

機械装置及び運搬具（純額） 259,358 253,596 

工具、器具及び備品（純額） 49,451 49,434 

土地 184,691 180,339 

リース資産（純額） 4,856 2,942 

建設仮勘定 78,635 79,254 

有形固定資産合計 954,797 941,890 

無形固定資産 

のれん 95,588 87,088 

その他 145,925 132,556 

無形固定資産合計 241,513 219,644 

投資その他の資産 

投資有価証券 583,496 597,412 

長期貸付金 19,422 6,898 

退職給付に係る資産 67,377 86,081 

繰延税金資産 15,495 12,407 

その他 97,808 103,330 

貸倒引当金 △11,558 △8,355

投資その他の資産合計 772,043 797,774 

固定資産合計 1,968,354 1,959,310 

資産合計 5,520,357 5,646,862 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成27年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 794,780 669,164 

電子記録債務 74,430 83,096 

短期借入金 177,780 386,414 

1年内返済予定の長期借入金 54,985 62,823 

コマーシャル・ペーパー 95,000 196,000 

1年内償還予定の社債 － 20,000 

未払法人税等 30,113 21,471 

製品保証引当金 15,796 15,103 

受注工事損失引当金 59,529 50,981 

客船事業関連損失引当金 105,280 81,994 

株式給付関連引当金 － 30 

前受金 663,176 632,264 

その他 358,359 385,648 

流動負債合計 2,429,232 2,604,992 

固定負債 

社債 245,000 245,000 

長期借入金 402,822 365,507 

繰延税金負債 105,536 101,156 

株式給付関連引当金 － 1,113 

PCB廃棄物処理費用引当金 9,845 8,973 

退職給付に係る負債 129,008 138,460 

その他 78,896 73,152 

固定負債合計 971,109 933,363 

負債合計 3,400,342 3,538,356 

純資産の部 

株主資本 

資本金 265,608 265,608 

資本剰余金 204,039 204,021 

利益剰余金 1,148,268 1,161,955 

自己株式 △5,249 △4,965

株主資本合計 1,612,668 1,626,620 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 81,499 77,346 

繰延ヘッジ損益 802 40 

為替換算調整勘定 68,413 42,294 

退職給付に係る調整累計額 17,383 20,918 

その他の包括利益累計額合計 168,100 140,599 

新株予約権 3,129 2,833 

非支配株主持分 336,117 338,451 

純資産合計 2,120,014 2,108,505 

負債純資産合計 5,520,357 5,646,862 
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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26年４月１日 
至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年12月31日) 

売上高 2,683,327 2,832,659 

売上原価 2,132,031 2,246,238 

売上総利益 551,296 586,420 

販売費及び一般管理費 

貸倒引当金繰入額 △16 △1,284

役員報酬及び給料手当 135,479 144,306

研究開発費 51,982 57,600

引合費用 29,980 32,815

その他 162,179 167,587

販売費及び一般管理費合計 379,604 401,025 

営業利益 171,691 185,394 

営業外収益 

受取利息 5,526 5,114 

受取配当金 4,916 8,061 

持分法による投資利益 5,603 6,512 

為替差益 24,737 － 

その他 3,564 4,783 

営業外収益合計 44,348 24,472 

営業外費用 

支払利息 11,473 10,368 

為替差損 － 9,071 

固定資産除却損 3,901 4,088 

その他 12,410 11,512 

営業外費用合計 27,785 35,039 

経常利益 188,254 174,827 

特別利益 

固定資産売却益 － 4,284 

特別利益合計 － 4,284 

特別損失 

客船事業関連損失引当金繰入額 39,841 53,061 

事業構造改善費用 5,971 18,524 

投資有価証券売却損 － 2,653 

特別損失合計 45,812 74,239 

税金等調整前四半期純利益 142,442 104,872 

法人税等 46,096 44,340 

四半期純利益 96,345 60,532 

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,174 7,143 

親会社株主に帰属する四半期純利益 71,171 53,389 
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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26年４月１日 
至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 96,345 60,532 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 27,146 △4,962

繰延ヘッジ損益 404 △1,180

為替換算調整勘定 46,372 △23,017

退職給付に係る調整額 7,425 5,201

持分法適用会社に対する持分相当額 6,030 △3,662

その他の包括利益合計 87,380 △27,621

四半期包括利益 183,726 32,911 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 148,162 25,888 

非支配株主に係る四半期包括利益 35,564 7,022 
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（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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