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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 8,037 ― 878 ― 891 ― 513 ―
20年3月期第2四半期 9,184 44.2 638 ― 657 ― 710 ―

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 18.36 ―
20年3月期第2四半期 25.39 ―

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 20,903 7,445 35.6 266.17
20年3月期 21,187 7,022 33.1 251.04

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,445百万円 20年3月期  7,022百万円

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  有   

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 20,626 5.0 1,827 29.4 1,847 28.1 1,058 4.0 37.82

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、２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、２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  28,000,000株 20年3月期  28,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  28,639株 20年3月期  27,089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  27,972,111株 20年3月期第2四半期  27,976,054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．業績予想につきましては、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、実際の業績等は今後の様々な要因により、予想値と異なる可能性があり
ます。なお、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、２ページ「３．業績予想に関する定性的情報」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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期会計期間から適用しております。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。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、急激な諸物価の高騰や米国経済の減速懸念と先行きの不
透明感が強まる状況で推移しました。 
一方、わが国造船業界は、好調な船舶需要を背景に造船各社が高水準の手持ち工事量を抱えているもの

の、為替変動や原油・原材料等の価格続騰、株安など企業収益を圧迫する不安要因もあり、足元の採算は
厳しい状況が続いております。 
この様な状況下にあって、当社は受注・販売活動に全力を傾注しました結果、当第２四半期累計期間の

売上高は主力製品である舶用内燃機関は57億５百万円と前年同期比12億５千５百万円（△18.0％）減収、
一方、修理・部品等は23億３千２百万円と前年同期比１億８百万円（4.9％）増収となり、売上高の総額
は80億３千７百万円と前年同期比11億４千６百万円（△12.5％）減収となりました。 
損益面は、主機関収益の改善、部品売上等が好調であったことに加え、製造原価・販管費の圧縮に 大

限注力した結果、営業利益は８億７千８百万円と前年同期比２億４千万円（37.6％）増益、経常利益は８
億９千１百万円と前年同期比２億３千４百万円（35.7％）増益となり、四半期純利益は５億１千３百万円
と前年同期比１億９千６百万円（△27.7％）の減益となりました。 

なお、今期下半期舶用内燃機関出荷台数は、上半期に比べ10台以上増加するものと見込んでおります。

  

  

当第２四半期累計期間末は、前期末と比べ、棚卸資産の増加及び長期借入金の返済並びに前事業年度の
税金の支払等により現金及び預金は15億２千３百万円の減少となり、総資産は209億３百万円と２億８千
３百万円減少しました。 
一方、負債は、借入金及び未払法人税等が減少し、134億５千８百万円となりました。 
なお、四半期純利益５億１千３百万円などによる利益剰余金の増加により、純資産は74億４千５百万円

となり、負債純資産は209億３百万円となりました。 

  

  

当第２四半期累計期間の業績につきましては、主力製品である舶用内燃機関の売上はほぼ予想通りとな
りました。一方、部品売上等が好調であったこと等により計画の一部見直しを行い、当第２四半期累計期
間業績予想及び通期業績予想並びに剰余金の配当予想の修正を平成20年10月28日に行いました。また、通
期業績予想の生産高及び売上高については、創業以来 高を見込んでおります。 
なお、旧長崎工場跡地の売却完了時期が未確定のため、同跡地売却益は上記損益には織り込んでおりま

せん。売却完了目途がつき次第お知らせいたします。 

  

  

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。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。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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 2,949,451 4,472,974 

受取手形及び売掛金 6,155,787 6,862,653 

製品 2,317,440 659,601 

原材料 533,083 497,059 

仕掛品 3,182,583 2,802,641 

その他 235,062 169,813 

貸倒引当金 △190 △210 

流動資産合計 15,373,219 15,464,534 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 2,713,175 2,785,369 

その他（純額） 2,660,768 2,752,526 

有形固定資産合計 5,373,944 5,537,896 

無形固定資産 15,198 15,751 

投資その他の資産 141,274 169,167 

固定資産合計 5,530,416 5,722,814 

資産合計 20,903,636 21,187,348 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,231,894 6,069,138 

1年内返済予定の長期借入金 1,023,000 1,063,100 

未払法人税等 363,874 558,798 

前受金 2,061,587 2,180,344 

引当金 217,023 235,978 

その他 676,592 699,641 

流動負債合計 10,573,971 10,807,000 

固定負債 

長期借入金 2,493,400 2,983,900 

退職給付引当金 217,226 203,682 

その他の引当金 156,930 149,534 

その他 16,865 20,815 

固定負債合計 2,884,422 3,357,932 

負債合計 13,458,394 14,164,933 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,215,000 2,215,000 

資本剰余金 1,709,750 1,709,750 

利益剰余金 3,507,114 3,077,429 

自己株式 △5,802 △5,346 

株主資本合計 7,426,062 6,996,833 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 19,179 25,582 

評価・換算差額等合計 19,179 25,582 

純資産合計 7,445,241 7,022,415 

負債純資産合計 20,903,636 21,187,348 
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(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 8,037,784 

売上原価 6,531,135 

売上総利益 1,506,648 

販売費及び一般管理費 628,054 

営業利益 878,594 

営業外収益 

受取利息及び配当金 4,227 

受取家賃 16,021 

雑収入 5,503 

営業外収益合計 25,752 

営業外費用 

支払利息 12,492 

雑損失 27 

営業外費用合計 12,520 

経常利益 891,826 

特別利益 

固定資産売却益 1,990 

貸倒引当金戻入額 20 

特別利益合計 2,010 

特別損失 

投資有価証券評価損 3,090 

特別損失合計 3,090 

税引前四半期純利益 890,746 

法人税、住民税及び事業税 357,000 

法人税等調整額 20,142 

法人税等合計 377,142 

四半期純利益 513,604 

神戸発動機㈱(6016）平成21年３月期 第２四半期決算短信(非連結）

-4-



(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 890,746 

減価償却費 344,104 

引当金の増減額（△は減少） 1,965 

受取利息及び受取配当金 △4,227 

支払利息 12,492 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,090 

固定資産売却損益（△は益） △1,990 

売上債権の増減額（△は増加） 588,109 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,073,570 

仕入債務の増減額（△は減少） 91,388 

未払消費税等の増減額（△は減少） △206,929 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,502 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37,119 

小計 △408,442 

利息及び配当金の受取額 4,227 

利息の支払額 △13,332 

法人税等の支払額 △563,824 

営業活動によるキャッシュ・フロー △981,370 

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 △108,151 

有形固定資産の売却による収入 2,036 

投資有価証券の取得による支出 △342 

貸付けによる支出 △350 

貸付金の回収による収入 14,243 

その他の収入 164,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,435 

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 △530,600 

自己株式の取得による支出 △455 

配当金の支払額 △82,532 

財務活動によるキャッシュ・フロー △613,588 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,523,523 

現金及び現金同等物の期首残高 4,472,974 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,949,451 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。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。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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「参考資料」

(1) 【前年同四半期に係る財務諸表】 

（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（千円)

売上高 9,184,719

売上原価 7,972,098

売上総利益 1,212,621

販管費及び一般管理費 574,277

営業利益 638,343

営業外収益

  受取利息及び配当金 2,761

 雑収入 30,230

 営業外収益合計 32,992

営業外費用

 支払利息 14,158

  その他 27

 営業外費用合計 14,186

経常利益 657,149

特別利益

 特別利益合計 150,315

特別損失

 特別損失合計 13,518

税引前四半期純利益 

法人税、住民税及び事業税

793,946 
180,000

法人税等調整額 △96,224

四半期純利益 710,171
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(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 793

  減価償却費 338

  貸倒引当金の増減額（減少△） △2

  賞与引当金の増減額（減少△） 1

  製品保証引当金の増減額（減少△） 20

  受注損失引当金の増減額（減少△） △25

  退職給付引当金の増減額（減少△） 26

  役員退職引当金の増減額（減少△） 6

  固定資産売買契約解除違約金 △144

  受取利息及び配当金 △2

  支払利息 14

  固定資産除却損 0

  固定資産売却益 △3

  売上債権の増減額（減少△） △1,295

  たな卸資産の増減額（減少△） △487

  仕入債務の増減額（減少△） 813

  未収／未払消費税等の増減額（減少△） 62

  その他流動資産の増減額（減少△） 127

  その他流動負債の増減額（減少△） 105

  その他固定資産の増減額（減少△） △0

            小計 349

  利息及び配当金の受取額 2

  利息の支払額 △14

  法人税等の還付額 91

  法人税等の支払額 △7

 営業活動によるキャッシュ・フロー 421

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有価証券の償還による収入  45

  投資有価証券の取得による支出 △0

  有形固定資産の取得による支出 △33

  有形固定資産の売却による収入 3

  無形固定資産の取得による支出 △1

  長期前払費用の取得による支出 △1

  貸付金の回収による収入 6

  その他固定資産に関する支出 △268

 投資活動によるキャッシュ・フロー △249

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  長期借入による収入 500

  長期借入金の返済による支出 △536

  自己株式の取得による支出 △0

  配当金の支払額 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △37

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 134

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,534

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,668
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(3) 【製品別売上高明細表】 

 
  

    【受注状況】 

種       別

当四半期累計期間 前四半期累計期間 参考

（平成21年３月期第2四半期） （平成20年３月期第2四半期） （平成20年３月期）

金   額 比  率 金   額 比  率 金   額 比  率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

舶用内燃機関 5,705,016 71.0 6,960,448 75.8 15,043,080  76.5

修理・部品 2,332,768 29.0 2,224,271 24.2 4,609,865  23.5

合計 8,037,784 100.0 9,184,719 100.0 19,652,945  100.0

種       別

当四半期累計期間 前四半期累計期間 参考

（平成21年３月期第2四半期） （平成20年３月期第2四半期） （平成20年３月期）

金   額 比  率 金   額 比  率 金   額 比  率

受
注
高

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

舶用内燃機関 8,154,728 72.4 5,239,073 68.2 11,135,435  69.6

修理・部品  3,110,568 27.6 2,437,271 31.8 4,870,065  30.4

合計 11,265,296 100.0 7,676,344 100.0 16,005,500  100.0

受
注
残
高

舶用内燃機関 27,287,294 94.6 27,023,852 97.3 24,837,582  96.9

修理・部品 1,562,900 5.4 737,900 2.7 785,100  3.1

合計 28,850,194 100.0  27,761,752 100.0  25,622,682  100.0
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