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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,871 △21.1 496 △43.2 453 △44.7 288 △40.1

21年3月期第1四半期 4,905 ― 873 ― 820 ― 482 ―

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

22年3月期第1四半期 18.10 ―

21年3月期第1四半期 30.18 ―

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

22年3月期第1四半期 22,816 8,477 37.2 530.83
21年3月期 23,773 8,241 34.7 516.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,477百万円 21年3月期  8,241百万円

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  
 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
累計期間

8,300 △13.5 900 △40.9 800 △44.2 450 △68.5 28.18

通期 15,000 △21.3 1,500 △38.4 1,300 △42.5 750 △41.1 46.96
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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、４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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 16,000,000株 21年3月期  16,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  30,244株 21年3月期  30,244株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 15,969,756株 21年3月期第1四半期 15,973,345株
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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１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が実体経済にまで及んだ昨年度の状況から顕著な回

復は実感できない状況ですが、政府の景気対策等により、景気の落ち込みに一定の歯止めがかかってきております。

世界経済に目を向けますと、欧米経済の厳しさは変わらないものの、中国市場では大型経済対策による外需依存から

内需拡大へのシフトにより、世界経済の下支えとなってきております。 

 内航海運業界では、自動車、電機や鉄鋼・石油・化学等素材メーカーの生産調整等の影響による急速な需要減退に

より、輸送量は依然として低調で、船腹過剰の状況が続いております。各メーカーの生産調整には一定の時間がかか

ると想定されることから、新船建造は当面不透明な状況が続くと思われます。 

 外航・近海海運業界におきましても、急速な物流需要の減少と運賃市況の乱高下等による先行きの見通し難と、世

界的な金融不安・信用収縮の影響による船舶建造資金の調達難から、先物の新船建造引合いは減少状態が続いており

ます。 

 当第１四半期会計期間の業績につきましては、受注環境の低迷により受注高は前年同期比50.5％減の2,501百万円

となりました。売上高は前年同期比21.1％減の3,871百万円となりました。受注残高は前年同期比22.6％減の11,483

百万円となりました。 

 損益面につきましては、受注販売状況の低迷、材料費等の高止まりおよび設備投資の増加による償却負担増等、当

初想定どおりの厳しい状況の中、新規、更新機械設備等による生産性向上への寄与などもあり、ほぼ計画通りの経営

成績を達成し、営業利益は496百万円（前年同期比43.2％減）、経常利益は453百万円（同44.7％減）、四半期純利益

は288百万円（同40.1％減）を確保することができました。 

 事業区分別の業績は次のとおりであります。 

 主機関の売上高は、海外向け・内航船向けとも減少し2,499百万円（同24.7％減）となりました。 部分品・修理工

事は、国内ドック向け・海外向けとも減少し、売上高は1,371百万円（同13.4％減）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当四半期末の総資産は22,816百万円となり、前期末比956百万円の減少となりました。これは主に現預金の減少に

よるものであります。負債につきましては14,339百万円となり、前期末比1,192百万円の減少となりました。これ

は、主に支払手形及び買掛金と、未払法人税等の減少によるものであります。純資産につきましては8,477百万円と

なり、前期末比235百万円の増加となりました。これは、主に利益剰余金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１四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、2,149百万円となり、前会計

年度末と比較して1,014百万円の減少となりました。 

 当第１四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 

 営業活動の結果使用した資金は、127百万円（前年同期は232百万円の収入）となりました。これは主に、税引前四

半期純利益492百万円を確保したこと及び減価償却費205百万円を計上したこと、売上債権が136百万円減少したもの

の、法人税等の支払542百万円及び仕入債務が440百万円減少したこと、たな卸資産が320百万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、678百万円（前年同期は229百万円の使用）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得680百万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、208百万円（前年同期は198百万円の使用）となりました。これは主に、配当金の

支払による支出104百万円及び長期借入金の返済による支出103百万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 

 平成21年５月18日に公表いたしました業績予想の修正は行っておりません。 
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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 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、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、当第１四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 

 該当事項はありません。 

  

阪神内燃機工業㈱（6018）平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結）

- 4 -



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,699,414 4,713,888

受取手形及び売掛金 4,575,757 4,886,640

有価証券 10,473 10,462

製品 1,587,950 1,356,660

仕掛品 1,780,443 1,646,805

原材料及び貯蔵品 1,216,220 1,260,608

その他 431,833 450,873

貸倒引当金 △164,100 △165,800

流動資産合計 13,137,994 14,160,139

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 637,463 652,323

構築物（純額） 113,694 119,994

機械及び装置（純額） 1,747,398 1,796,290

車両運搬具（純額） 15,699 17,499

工具、器具及び備品（純額） 178,034 199,724

土地 5,817,871 5,817,871

建設仮勘定 249,875 147,299

有形固定資産合計 8,760,037 8,751,003

無形固定資産 31,530 33,056

投資その他の資産   

投資有価証券 609,522 511,269

その他 360,435 336,177

貸倒引当金 △82,700 △17,900

投資その他の資産合計 887,258 829,547

固定資産合計 9,678,826 9,613,607

資産合計 22,816,821 23,773,746

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,456,024 3,896,720

1年内返済予定の長期借入金 1,877,628 1,905,228

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

未払法人税等 209,533 554,118

前受金 2,212,012 2,321,994

賞与引当金 124,830 246,000

製品保証引当金 21,300 23,900

その他 1,546,485 1,681,367

流動負債合計 9,587,813 10,769,329

阪神内燃機工業㈱（6018）平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結）

- 5 -



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

固定負債   

社債 860,000 860,000

長期借入金 919,315 995,072

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 770,342 729,387

役員退職慰労引当金 61,800 70,700

その他 182,359 149,290

固定負債合計 4,751,785 4,762,418

負債合計 14,339,599 15,531,747

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 4,626,236 4,449,033

自己株式 △9,053 △9,053

株主資本合計 5,459,008 5,281,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,345 100,326

土地再評価差額金 2,859,867 2,859,867

評価・換算差額等合計 3,018,213 2,960,193

純資産合計 8,477,221 8,241,998

負債純資産合計 22,816,821 23,773,746
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,905,796 3,871,406

売上原価 3,375,385 2,693,506

売上総利益 1,530,410 1,177,899

販売費及び一般管理費 656,965 681,686

営業利益 873,445 496,213

営業外収益   

受取利息 1,353 4,682

受取配当金 1,285 404

補助金収入 － 8,960

その他 1,588 2,102

営業外収益合計 4,227 16,149

営業外費用   

支払利息 11,985 15,038

退職給付費用 40,800 40,800

その他 4,002 2,637

営業外費用合計 56,787 58,475

経常利益 820,885 453,886

特別利益   

固定資産売却益 295 －

貸倒引当金戻入額 － 37,907

製品保証引当金戻入額 － 2,600

特別利益合計 295 40,507

特別損失   

固定資産処分損 2,117 1,403

特別損失合計 2,117 1,403

税引前四半期純利益 819,063 492,991

法人税等 337,000 204,000

四半期純利益 482,063 288,991
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 819,063 492,991

減価償却費 143,595 205,673

賞与引当金の増減額（△は減少） △133,100 △121,170

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,473 40,955

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,700 △8,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,000 63,100

受取利息及び受取配当金 △2,639 △5,087

支払利息 11,985 15,038

固定資産売却損益（△は益） △295 －

固定資産処分損益（△は益） 2,117 1,403

売上債権の増減額（△は増加） △414,881 136,161

たな卸資産の増減額（△は増加） △315,424 △320,540

仕入債務の増減額（△は減少） 364,236 △440,696

その他 310,254 349,233

小計 822,085 408,162

利息及び配当金の受取額 13,690 11,682

利息の支払額 △2,918 △5,518

法人税等の支払額 △599,915 △542,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 232,941 △127,674

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 △230,666 △680,204

有形固定資産の売却による収入 556 1,300

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 △518 △510

その他 1,585 758

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,340 △678,657

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 △78,600 △103,357

自己株式の取得による支出 △128 －

配当金の支払額 △119,754 △104,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,482 △208,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △194,881 △1,014,473

現金及び現金同等物の期首残高 2,660,281 3,163,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,465,400 2,149,414
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（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。 
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６．その他の情報

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 3,474 (68.7%) 1,129 (45.2%) 11,682 (67.9%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 1,584 (31.3%) 1,371 (54.8%) 5,526 (32.1%)

5,058 (100.0%) 2,501 (100.0%) 17,208 (100.0%)

主 機 関 14,845 (100.0%) 11,483 (100.0%) 12,853 (100.0%)

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

14,845 (100.0%) 11,483 (100.0%) 12,853 (100.0%)

（2）販売の状況

3,321 (67.7%) 2,499 (64.6%) 13,521 (71.0%)

1,584 (32.3%) 1,371 (35.4%) 5,526 (29.0%)

4,905 (100.0%) 3,871 (100.0%) 19,047 (100.0%)

(1,843) (37.6%) (896) (23.2%) (8,653) (45.4%)

平成20. 4. 1 から

平成21. 3.31 まで

区　　　分 平成20. 4. 1 から 平成21. 4. 1 から 平成20. 4. 1 から

平成20. 6.30 まで 平成21. 6.30 まで 平成21. 3.31 まで

区　　　分

受
 
注
 
残
 
高

合　　　計

合　　　計

受
　
注
　
高

(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20. 4. 1 から

平成20. 6.30 まで

平成21. 4. 1 から

平成21. 6.30 まで

（うち輸出分）

主 機 関

部 分 品 ・ 修 理 工 事

合　　　計

阪神内燃機工業㈱（6018）平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結）
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