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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 9,589 ― 1,522 ― 1,433 ― 841 ―

20年3月期第2四半期 8,831 34.7 1,184 48.9 1,089 60.5 619 68.0

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

21年3月期第2四半期 52.70 ―

20年3月期第2四半期 38.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 22,067 7,951 36.0 497.84
20年3月期 20,530 7,275 35.4 455.49

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,951百万円 20年3月期  7,275百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

20年3月期の配当金の内訳 普通配当 7円 90周年記念配当 1円  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 9.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 19,600 10.7 2,550 12.6 2,350 11.4 1,340 6.6 83.90

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  16,000,000株 20年3月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  28,277株 20年3月期  26,588株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  15,972,684株 20年3月期第2四半期  15,976,373株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年5月15日発表の通期業績予想を修正いたしました。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仮定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、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、資源価格の高騰や世界経済の同時減速の影響により、戦後 長の景

気回復が途切れ、景気は後退局面に入ったものと思われます。企業部門では減産、設備投資の抑制が広がっており内

需の拡大は多くを望めない状況にあります。家計部門でも実質賃金が伸び悩む中、食料品や石油製品を中心に値上げ

が続き個人消費は低迷しております。さらに雇用不足感が薄れ失業率も悪化するなど、景気後退色が一段と強まって

きております。また、サブプライム問題に端を発したアメリカ発の金融危機がヨーロッパをはじめ全世界に波及、世

界経済が大きく減速する可能性が広まる中、外需主導の経済成長を続けてきたわが国への影響が強く懸念されます。

 当社が主要顧客とする内航海運業界におきましては、船価や燃料油の高騰により建造を延期する船主も一部に出て

おりますが、老齢船化が進行しており代替建造の動きは緩やかながらも進んで行くものと思われます。外航・近海船

業界におきましては、市況の下落が続き先行きの不透明感もあって数年先の引合い案件は減少傾向にあります。輸出

関係では、世界的な金融不安の高まりで船舶建造資金の調達が難しくなっており新規引合いは減少しています。しか

しながら造船各社は数年分の受注残を抱え十分な仕事量を確保しており、当社におきましても当面の受注量を確保し

ております。 

 このような状況の中、当社は主機関の積極的な受注確保、価格改善、部品拡販に努めました結果、受注高は11,432

百万円（前年同期比 0.5%減）とほぼ前年同期並みの量を確保いたしました。売上高は9,589百万円（前年同期比8.6%

増）となり、受注残高は16,536百万円（前年同期比35.3%増）となりました。 

 損益面につきましては、原材料価格の高騰、外注費や労務費の増加、設備投資の増加に伴う償却負担増もあり、製

造コストが大幅に上昇する厳しい状況が続きましたが、販売価格の改善に加えて、高い操業度により生産性が向上し

たことや経費の抑制に努力した結果、営業利益は1,522百万円（前年同期比28.6%増）、経常利益は1,433百万円（前

年同期比31.5%増），四半期純利益は 841百万円（前年同期比36.0%増）となりました。 

 部門別では、主機関は中国、トルコ向け単体輸出が増加したほか、内航船向けも徐々に回復してきており、売上高

は前年同期を上回り6,602百万円（前年同期比8.7％増）となりました。部分品・修理工事につきましては、国内ドッ

ク向け、海外向けとも好調で売上高は2,986百万円（前年同期比8.4％増）となりました。 

 なお、設備投資につきましては、工作機械やエンジン試運転設備、検査設備の更新などを中心に157百万円行いま

した。これらの所要資金は自己資金でまかないました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は22,067百万円となり、前期末比1,536百万円の増加となりました。これは主に受取手形

と製品の増加によるものであります。負債につきましては14,115百万円となり、前期末比860百万円の増加となり 

ました。これは、主に受注、生産量増加に伴う前受金と仕入債務の増加によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,739百万円となり、前連結

会計年度末と比較して79百万円の増加となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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 

 営業活動の結果得られた資金は、979百万円となりました。これは主に、棚卸資産が775百万円増加し、法人税等の

支払が599百万円あったものの、税引前四半期純利益1,428百万円を確保したこと及び仕入債務が491百万円増加した

こと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 

 投資活動の結果使用した資金は、575百万円となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出100百万円

及び有形固定資産の取得480百万円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 

 財務活動の結果使用した資金は、324百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出196百万円及

び配当金の支払額127百万円によるものであります。  

３．業績予想に関する定性的情報 

 業績予想については、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく 

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、前会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算

定する方法によっております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

①税金費用の計算 

 税金費用については、四半期会計期間を含む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。なお、法人税等調整

額は、法人税等に含めて表示しております。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,389,712 1,910,281

受取手形及び売掛金 5,803,048 5,117,834

有価証券 510,462 810,462

製品 1,249,073 731,673

原材料 1,143,328 1,091,273

仕掛品 2,259,356 2,057,688

貯蔵品 13,333 8,982

その他 403,923 479,269

貸倒引当金 △203,600 △195,900

流動資産合計 13,568,638 12,011,565

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 570,146 587,619

構築物（純額） 93,434 99,676

機械及び装置（純額） 969,684 1,027,470

車両運搬具（純額） 16,040 14,972

工具、器具及び備品（純額） 186,221 240,354

土地 5,139,518 5,139,518

建設仮勘定 265,565 47,174

有形固定資産合計 7,240,610 7,156,785

無形固定資産 26,852 29,105

投資その他の資産   

投資有価証券 763,678 827,649

その他 480,405 519,306

貸倒引当金 △13,100 △13,700

投資その他の資産合計 1,230,984 1,333,256

固定資産合計 8,498,447 8,519,147

資産合計 22,067,085 20,530,712



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,414,671 3,923,518

1年内返済予定の長期借入金 1,868,000 393,100

前受金 2,687,650 1,964,492

未払法人税等 609,987 632,896

賞与引当金 279,000 281,000

製品保証引当金 22,800 16,900

その他 866,161 1,021,377

流動負債合計 10,748,271 8,233,285

固定負債   

長期借入金 228,900 1,900,300

再評価に係る繰延税金負債 1,957,968 1,957,968

退職給付引当金 968,084 969,460

役員退職慰労引当金 65,000 58,700

その他 147,490 135,315

固定負債合計 3,367,442 5,021,744

負債合計 14,115,714 13,255,030

純資産の部   

株主資本   

資本金 800,000 800,000

資本剰余金 41,825 41,825

利益剰余金 4,017,561 3,303,596

自己株式 △8,418 △7,413

株主資本合計 4,850,969 4,138,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 240,534 277,806

土地再評価差額金 2,859,867 2,859,867

評価・換算差額等合計 3,100,402 3,137,674

純資産合計 7,951,371 7,275,682

負債純資産合計 22,067,085 20,530,712



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 9,589,743

売上原価 6,734,886

売上総利益 2,854,857

販売費及び一般管理費 1,331,876

営業利益 1,522,981

営業外収益  

受取利息 3,640

受取配当金 6,476

受取保険金 6,260

その他 6,187

営業外収益合計 22,565

営業外費用  

支払利息 23,493

退職給付費用 81,600

その他 7,404

営業外費用合計 112,498

経常利益 1,433,048

特別利益  

固定資産売却益 444

投資有価証券売却益 292

特別利益合計 737

特別損失  

固定資産処分損 3,928

投資有価証券売却損 1,104

特別損失合計 5,032

税引前四半期純利益 1,428,752

法人税等 587,000

四半期純利益 841,752



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,428,752

減価償却費 287,468

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,941

受取利息及び受取配当金 △10,117

支払利息 23,493

投資有価証券売却損益（△は益） 811

固定資産売却損益（△は益） △444

固定資産処分損益（△は益） 3,928

売上債権の増減額（△は増加） 43,891

たな卸資産の増減額（△は増加） △775,473

仕入債務の増減額（△は減少） 491,152

その他 30,401

小計 1,586,290

利息及び配当金の受取額 16,194

利息の支払額 △23,221

法人税等の支払額 △599,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 979,353

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 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △480,301

有形固定資産の売却による収入 2,099

無形固定資産の取得による支出 △297

投資有価証券の取得による支出 △1,115

投資有価証券の売却による収入 1,145

その他 3,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △575,357

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 △196,500

自己株式の取得による支出 △1,004

配当金の支払額 △127,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △324,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,430

現金及び現金同等物の期首残高 2,660,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,739,712



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   8,831 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,367 72.1 

売上総利益   2,464 27.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,279 14.5 

営業利益   1,184 13.4 

Ⅳ 営業外収益   29 0.3 

Ⅴ 営業外費用   123 1.4 

経常利益   1,089 12.3 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失   6 0.1 

税引前中間純利益   1,083 12.3 

法人税、住民税及び事業
税 483     

法人税等調整額 △18 464 5.3 

中間純利益   619 7.0 

       



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 1,083 

減価償却費 179 

賞与引当金の増減額（減少：△） 23 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △4 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 31 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 12 

受取利息及び受取配当金 △7 

支払利息 27 

固定資産処分損益（△は益） 6 

売上債権の増減額（△は増加） △155 

たな卸資産の増減額（△は増加） △20 

仕入債務の増減額（△は減少） 518 

その他 100 

小計 1,777 

利息及び配当金の受取額 13 

利息の支払額 △27 

法人税等の支払額 △416 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,346 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △466 

無形固定資産の取得による支出 △1 

投資有価証券の取得による支出 △1 

その他 4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △464 

Ⅲ 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 △240 

配当金の支払額 △79 

その他 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △322 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 559 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,220 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,780 

   



受注及び販売の状況

（1）受注の状況 （単位　百万円：未満切捨）

主 機 関 8,735 (76.0%) 8,445 (73.9%) 17,645 (77.3%)

部 分 品 及 び 修 理 工 事 2,755 (24.0%) 2,986 (26.1%) 5,188 (22.7%)

11,490 (100.0%) 11,432 (100.0%) 22,834 (100.0%)

主 機 関 12,219 (100.0%) 16,536 (100.0%) 14,693 (100.0%)

部 分 品 及 び 修 理 工 事 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

12,219 (100.0%) 16,536 (100.0%) 14,693 (100.0%)

（2）販売の状況

6,075 (68.8%) 6,602 (68.9%) 12,511 (70.7%)

2,755 (31.2%) 2,986 (31.1%) 5,188 (29.3%)

8,831 (100.0%) 9,589 (100.0%) 17,700 (100.0%)

(3,983) (45.1%) (4,239) (44.2%) (7,696) (43.5%)（うち輸出分）

主 機 関

部 分 品 及 び 修 理 工 事

合　　　計

(参考)前期

当四半期前年同四半期 (参考)前期

当四半期前年同四半期

平成19. 4. 1 から

平成19. 9.30 まで

平成20. 4. 1 から

平成20. 9.30 まで

受
 
注
 
残
 
高

合　　　計

合　　　計

受
　
注
　
高

平成19. 4. 1 から

平成20. 3.31 まで

区　　　分 平成19. 4. 1 から 平成20. 4. 1 から 平成19. 4. 1 から

平成19. 9.30 まで 平成20. 9.30 まで 平成20. 3.31 まで

区　　　分


	阪神内燃機工業㈱（6018）平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結）: 阪神内燃機工業㈱（6018）平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


