
（三菱重工マリンマシナリ株式会社） 単位：千円

  金  額 金  額

流動資産 流動負債

  現金及び預金 28     買掛金 6,928,074

  受取手形 275,714   未払費用 529,484

  売掛金 9,434,495   仮受金 1,118

    電子記録債権 493,947   前受金 2,289,125

  商品及び製品 1,749,744   預り金 77,691

  仕掛品 3,655,704   保証工事引当金 493,628

  原材料及び貯蔵品 665,431   受注工事損失引当金 189,000

  未収入金 559,547 399,912

  未収還付法人税等 29,700 10,908,034

  短期貸付金 3,913,327

  仮払金 14,167 固定負債

  繰延税金資産 492,897   退職給付引当金 76,010

  貸倒引当金 △ 1,046   役員退職慰労引当金 19,510

   流動資産合計 21,283,659     固定負債合計 95,520

固定資産 11,003,555

 有形固定資産

  建物 18,956

  構築物 169 株主資本

  機械及び装置 201,585   資本金 1,000,000

  工具器具及び備品 50,766   資本剰余金

  建設仮勘定 2,921    資本準備金 5,478,193

   有形固定資産合計 274,400      資本剰余金合計 5,478,193

  利益剰余金

 無形固定資産    利益準備金 6,250

  ソフトウェア 6,188    その他利益剰余金

  その他 698      別途積立金 204,000

   無形固定資産合計 6,887      繰越利益剰余金 3,964,982

      その他利益剰余金合計 4,168,982

 投資その他の資産      利益剰余金合計 4,175,232

  関係会社株式 29,000

  敷金・保証金 1,041

  長期前払費用 2,491

  繰延税金資産 59,501

   投資その他の資産合計 92,034

   固定資産合計 373,321

10,653,425

21,656,980 21,656,980

負  債  合  計

  損害賠償損失引当金

資  産  合  計 負 債 純 資 産 合 計

純 資 産 合 計

（純 資 産 の 部）

   流動負債合計

貸 借 対 照 表

                                      平成 30年  3月 31日現在

科  目 科  目

（資 産 の 部） （負 債 の 部）



（三菱重工マリンマシナリ株式会社）

科        目 金           額

   売 上 高 34,436,204

   売 上 原 価 29,337,527

   売 上 総 利 益 5,098,676

   販売費及び一般管理費 2,443,432

   営 業 利 益 2,655,244

   営 業 外 収 益

     受取利息及び配当金 44,558

     為替差益 13,240

     投資有価証券償還益 3,314

     その他 31,001

営業外収益合計 92,114

   営 業 外 費 用

     支払利息 13

     固定資産除却損 5,699

     その他 6,452

営業外費用合計 12,166

   経 常 利 益 2,735,192

   特 別 損 失

     事業譲渡損 1,743,793

     損害賠償損失引当金繰入額 399,912

特別損失合計  2,143,705

   税引前当期純利益 591,487

     法人税、住民税及び事業税 △ 113,407

     法人税等調整額 △ 13,921

   当 期 純 利 益 718,817

損   益   計   算   書

自：平成 29年   4月  1日

至：平成 30年   3月  31日

単位：千円



（三菱重工マリンマシナリ株式会社）

利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金 合計 合計

1,000,000 5,478,193 5,478,193 6,250 204,000 4,234,845 4,445,095 30,405 30,405 10,953,694

△988,680 △988,680 △988,680

718,817 718,817 718,817

-                 △30,405 △30,405 △30,405

-                 -                 -                 -                 -                 △269,862 △269,862 △30,405 △30,405 △300,268

1,000,000 5,478,193 5,478,193 6,250 204,000 3,964,982 4,175,232 -                 -                 10,653,425

株主資本等変動計算書
自：平成 29年   4月  1日

至：平成 30年   3月 31日

単位：千円

株主資本

その他
有価証券
評価
差額金

利益剰余金 純資産

利益準備金

当期変動額合計

当期変動額

その他利益剰余金
資本剰余金合計

資本剰余金

評価・換算
差額 等

評価・換算
差額 等合計資本金

当期首残高

資本準備金

当期末残高

 剰余金の配当

 株主資本以外の項目の
   当期変動額（純額）

 当期純利益



個別注記表

 重要な会計方針

 1.資産の評価基準及び評価方法
  (1)有価証券
    関係会社株式(子会社株式及び関連会社株式)･･･移動平均法による原価法
    その他有価証券
     時価のあるもの･･････決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産
                   直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
     時価のないもの･･････移動平均法による原価法

  (2)たな卸資産
    商品及び製品･･･････移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
    仕掛品･････････････個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
    原材料及び貯蔵品･･･移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

 2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産(リース資産を除く)
    建物(建物附属設備を除く)は定額法、建物以外は定率法

  (2)無形固定資産(リース資産を除く)
    定額法

  (3)リース資産
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

 3.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
    金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等
    特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。

  (2)保証工事引当金
    工事引渡後の保証工事費の支出に備えるため、将来の保証費用を個別に見積もり、計上している。

  (3)受注工事損失引当金
    受注工事の損失に備えるため、未引渡工事のうち当事業年度末で損失が確実視され、かつ、その金額を
    合理的に見積ることができる工事について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上している。
    なお、受注工事損失引当金の計上対象案件のうち、当事業年度末の仕掛品残高が当事業年度末の未引渡
    工事の契約残高を既に上回っている工事については、その上回った金額は仕掛品の評価損として計上して
    おり、受注工事損失引当金には含めていない。

  (4)損害賠償損失引当金
    損害賠償を求められている場合に、損害賠償の支払等の損失に備えて個別に賠償費用を見積り、計上している。

  (5)退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく当該事業年度末要支給額を計上している。

  (6)役員退職慰労引当金
    取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額
    を計上している。

 4.収益及び費用の計上基準
   当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の
   見積りは原価比例法)を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用している。

 5.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理方法
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
    ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。

表示方法の変更
 1.保証・無償工事引当金の表示方法の変更
   保証・無償工事引当金（前事業年度1,020,201千円）の表示方法は、従来、貸借対照表上、買掛金に含めて表示して
   いたが、他の勘定科目と合算で買掛金として表示するよりも、個別に表示する方が、表示上の明瞭性を高めるため、
   当事業年度から、保証工事引当金（当事業年度493,628千円）として表示している。
   



貸借対照表に関する注記
 1.減価償却累計額
   有形固定資産の減価償却累計額 千円

 2.関係会社に対する金銭債権債務
   短期金銭債権 千円
   短期金銭債務 千円

損益計算書に関する注記
 1.関係会社との取引高
  （1）営業取引による取引高
     売上高 4,021,585 千円
     仕入高 7,829 千円

  （2）営業取引以外の取引による取引高 1,743,793 千円
     事業譲渡損

株主資本等変動計算書に関する注記
 1.発行済株式の種類及び数
   普通株式 5,000株

 2.配当に関する事項
  (1)配当財産の金銭以外の配当
   平成29年7月26日開催の臨時取締役会において、次のとおり決議しております。
   ・現物配当に関する事項
    ①配当財産の種類 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 普通株式 9,240,000株
    ②配当財産の帳簿価格 988,680千円
    ③株主に対する配当財産の割当て 当社普通株式１株につき、株式会社ジャパンエンジンコーポレーション普通株式 1,848株
    ④基準日 平成29年8月2日
    ⑤効力発生日 平成29年8月2日

 (2)基準日が当年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
   平成30年6月11日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定している。
     株式の種類 普通株式
     配当金の金額 575,000千円
     １株当たり配当額115,000円
     基準日 平成30年3月31日
     効力発生日 平成30年6月29日
   なお、配当の原資は利益剰余金とする予定である。

税効果会計に関する注記
 繰延税金資産の発生の主な原因は、保証・無償工事ならびに残工事見積計上額である。

金融商品に関する注記
 1.金融商品の状況に関する事項
  当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、エム・エイチ・アイファイナンス株式会社からの
  借入により資金を調達している。
  受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、必要の都度、与信確認を行いリスク
  低減を図っている。

 2.金融商品の時価等に関する事項
  平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない。（（注 2）参照）
  

（単位：千円)

(１) 受取手形
(２) 売掛金
(３) 電子記録債権
(４) 未収入金
(５) 短期貸付金

(６) 買掛金
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示している。

(注 1) 金融商品の時価の算定方法

  （1）受取手形、（2）売掛金、（3）電子記録債権、及び（4）未収入金

     これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして、当該帳簿価額によっている。

  （5）短期貸付金

     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

  （6）買掛金

     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(注 2) 非上場株式（貸借対照表計上額 29,000千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、

    時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表上には記載しておりません。

貸借対照表
計上額 (*1)

時価 (*1) 差額

3,297,133

1,128,688
324,149

275,714 275,714 -
9,434,495 9,434,495 -

493,947 493,947 -
559,547 559,547 -

3,913,327 3,913,327 -

(6,928,074) (6,928,074) -



関連当事者との取引に関する注記

 1.親会社及び法人主要株主等 （単位：千円)

種類
会社等の名

称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関
係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社
三菱重工業

㈱
被所有
直接100％

当社製品の納入
舶用製品
の納入

（注1）（注2）
3,921,948 売掛金 979,632

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定している。
(注2) 取引金額には消費税等を含めていない。期末残高には消費税等を含めている。

 ２.子会社及び関連会社等 （単位：千円)

種類
会社等の名

称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関
係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

事業譲渡（注1）

 譲渡資産合計 4,807,192

 譲渡負債合計 1,663,399

 譲渡対価 1,400,000

 事業譲渡損 △1,743,793

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 事業譲渡については、当社の舶用ディーゼル事業部門の事業を譲渡したものであり、当社の算定した対価に基づき交渉のうえ
    決定している。

 ３.兄弟会社等 （単位：千円)

種類
会社等の名

称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関
係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

資金の貸付
(注1)

4,290,131
短期貸付

金
3,913,327

利息の受取 1,435 ― ―

親会社の
子会社

三菱日立パワーシ
ステムズ㈱ なし 当社製品の製造

舶用製品の
製造

(注2)（注3）
24,971,852 買掛金 4,962,629

売掛金 822,969

前受金 388,076

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 取引金額は前期末残高との差引金額を記載している。
(注2) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定している。
(注3) 取引金額には消費税等を含めていない。期末残高には消費税等を含めている。

1株当たり情報に関する注記
   1株当たり純資産額 2,130,685円 13銭
   1株当たり当期純利益 143,763円 42銭

―関連会社
㈱ジャパンエンジ
ンコーポレーション

所有
直接33％

事業譲渡 ―

舶用製品の
納入

(注2)(注3)
3,440,111

親会社の
子会社

エム・エイチ・アイ
ファイナンス㈱ なし 資金の預け入れ

親会社の
子会社

三菱造船㈱ なし 当社製品の納入



その他の注記
 １.事業分離
   当社は平成29年2月1日付吸収分割契約書に基づき、平成29年4月1日付で株式会社ジャパンエンジン
   コーポレーションに舶用ディーゼルエンジン事業を吸収分割した。
   吸収分割は、現金を対価として行われ、結果として当社は平成29年度において、移転損益1,743,793千円(損)を
   計上している。

  1-1.事業分離の概要
  （1）分離先企業の名称
     株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
  （2）分離した事業の内容
     舶用ディーゼルエンジン事業
  （3）事業分離を行なった主な理由
     当社と株式会社ジャパンエンジンコーポレーションは以前からライセンサー/ライセンシーの関係として、
     事業面で相互補完を行いつつ企業価値の向上に努めてきたが、これをさらに発展させ、ライセンサー
     事業（開発・設計・サービス）とライセンシー事業（製造・販売・サービス）を垂直統合する
     ことにより、バリューチェーンの上流から下流まで一貫した業務プロセスを持つエンジン
     専業メーカーとして機動的かつ柔軟な事業運営体制を構築し、事業環境の変化に柔軟に
     対応しながら収益力及び競争力の向上をはかることがUEエンジン事業の持続的成長発展
     に不可欠であるという共通認識のもと事業統合をすることとした。
  （4）事業分離日
     平成29年4月1日
  （5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
     当社は株式会社ジャパンエンジンコーポレーションを承継会社とする吸収分割により舶用
     ディーゼルエンジン事業を分割し、当社は対価として、現金14億円を受領した。
     
  1-2.実施した会計処理の概要
    本事業分離に伴う資産等の分割については、「事業分離などに関する会計基準」（企業会計
    基準第7号 最終改正平成25年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
    に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成25年9月13日）に基づき
    「受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理」を行った。

   (1) 移転損益の額
      △1,743,793千円
   (2) 移転した事業に係る資産および負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内訳
      資産合計 4,807,192 千円
      負債合計 1,663,399 千円


