
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 神戸発動機株式会社 上場取引所 大 
コード番号 6016 URL http://www.kobe-diesel.co.ｊｐ/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢野 繁
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名） 山崎靖宏 TEL 078-949-0800
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日
配当支払開始予定日 ―

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 3,895 2.7 328 △32.0 330 △32.4 221 △20.9
21年3月期第1四半期 3,792 ― 483 ― 489 ― 279 ―

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 7.91 ―
21年3月期第1四半期 10.01 ―

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 20,622 8,084 39.2 289.06
21年3月期 20,240 7,995 39.5 285.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,084百万円 21年3月期  7,995百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 3.00 3.00

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 10,205 27.0 404 △54.0 409 △54.1 230 △55.2 8.22

通期 18,332 △12.0 314 △84.3 324 △83.9 173 △83.8 6.18

-1-



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．その他をご覧下さい。 

(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 28,000,000株 21年3月期  28,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  31,119株 21年3月期  30,319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 27,969,381株 21年3月期第1四半期 27,972,674株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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については、
４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、大規模な経済対策の発動や生産調整・在庫調整の一巡等

により、景気の底打ちの兆しはあるものの、内需・外需とも低調に推移しました。 

一方、わが国造船業界は、造船各社が３年分程度の受注を確保しているものの、依然新造船受注がみら

れず、為替や原材料価格変動等の不安要因もあり、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１四半期会計期間の

売上高は、主力製品である舶用内燃機関では、26億7千2百万円と前年同期と比べ8千9百万円（3.5％）、

修理・部品等は12億2千3百万円と前年同期と比べ1千4百万円（1.2％）、売上高の総額は38億9千5百万円

と前年同期と比べ1億3百万円（2.7％）の各々増収となりました。 

損益面は、部品売上が順調に推移したことや生産性向上に全力を傾注し、製造原価・販管費の圧縮に

大限注力した結果、営業利益は3億2千8百万円と前年同期と比べ△1億5千5百万円(△32.0％)、経常利益は

3億3千万円と前年同期に比べ△1億5千8百万円(△32.4％)、当四半期純利益は2億2千1百万円と前年同期と

比べ△5千8百万円(△20.9％)の各々減益となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前事業年度末に比べ3.4％増加し、155億8千1百万円となりました。これは、主として現

金及び預金が10億8百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ2.7％減少し、50億4千万円となりました。これは、主として減価償

却費の計上によります。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ1.9％増加し、206億2千2百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前事業年度末に比べ6.8％増加し、100億7千8百万円となりました。これは、主として前

受金が10億3千7百万円増加及び未払法人税等が4億6千5百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ12.4％減少し、24億5千9百万円となりました。これは、主として長

期借入金が3億円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ2.4％増加し、125億3千7百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べ1.1％増加し、80億8千4百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が8千1百万円増加したことなどによります。 

  

②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は、前事業年度末に比べ10億8百万円増加
し、38億3千6百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前四半期純利益3億5千1百万円、たな卸資産8億9百万円の増加及び売上債権23億1千1百万円の

減少、法人税等の支払額5億7千3百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは14億4千3百

万円となり、前年同期に比べ21億3千万円の収入の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得する支出等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△3千1百万円とな

り、前年同期に比べ、1千3百万円の支出の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の返済等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△4億2百万円となり、前年同期

に比べ、3千1百万円の支出の減少となりました。 

  

【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
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当第１四半期会計期間の業績につきましては、業績予想を上回る進捗率となっておりますが、鉄鋼等原

材料価格や今後の海外情勢・景気の動向等、先行きの不透明感が払拭しきれない状況から、平成21年5月

14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。 

  
  

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  
  

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 3,836,795 2,828,224

受取手形及び売掛金 6,615,942 7,890,068

製品 1,393,643 425,029

仕掛品 2,969,182 3,113,761

原材料及び貯蔵品 582,415 596,557

その他 185,169 207,098

貸倒引当金 △1,587 △1,821

流動資産合計 15,581,562 15,058,920

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,608,659 2,642,102

その他（純額） 2,285,795 2,404,291

有形固定資産合計 4,894,454 5,046,394

無形固定資産 14,368 14,644

投資その他の資産 132,068 120,068

固定資産合計 5,040,891 5,181,107

資産合計 20,622,454 20,240,027
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,125,064 6,080,815

1年内返済予定の長期借入金 831,000 932,600

未払法人税等 105,926 571,901

前受金 1,936,227 898,642

引当金 362,520 335,681

その他 717,915 616,474

流動負債合計 10,078,653 9,436,116

固定負債   

長期借入金 2,125,700 2,426,300

退職給付引当金 212,878 200,652

その他の引当金 100,090 165,423

その他 20,537 15,853

固定負債合計 2,459,206 2,808,229

負債合計 12,537,859 12,244,345

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 4,141,721 4,060,212

自己株式 △6,116 △6,009

株主資本合計 8,060,355 7,978,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,238 16,729

評価・換算差額等合計 24,238 16,729

純資産合計 8,084,593 7,995,682

負債純資産合計 20,622,454 20,240,027
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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 3,792,480 3,895,831

売上原価 3,004,654 3,255,179

売上総利益 787,825 640,651

販売費及び一般管理費 303,978 311,853

営業利益 483,847 328,798

営業外収益   

受取利息及び配当金 989 701

受取家賃 7,964 5,238

雑収入 2,537 2,414

営業外収益合計 11,491 8,354

営業外費用   

支払利息 6,316 4,994

雑損失 11 1,753

営業外費用合計 6,328 6,747

経常利益 489,010 330,406

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20 234

役員退職慰労引当金戻入額 － 20,719

特別利益合計 20 20,953

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 485,940 351,359

法人税、住民税及び事業税 205,000 103,000

法人税等調整額 1,045 27,001

法人税等合計 206,045 130,001

四半期純利益 279,895 221,357
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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 485,940 351,359

減価償却費 188,378 155,301

引当金の増減額（△は減少） 71,695 △26,502

受取利息及び受取配当金 △989 △701

支払利息 6,316 4,994

投資有価証券評価損益（△は益） 3,090 －

売上債権の増減額（△は増加） 589,885 2,311,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,312,514 △809,892

仕入債務の増減額（△は減少） △11,986 72,987

未払消費税等の増減額（△は減少） △161,907 △69,461

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,263 2,251

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,831 34,415

その他の固定資産の増減額（△は増加） － △480

小計 △115,523 2,025,982

利息及び配当金の受取額 960 701

利息の支払額 △11,537 △9,674

法人税等の支払額 △561,198 △573,975

営業活動によるキャッシュ・フロー △687,298 1,443,035

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 △47,656 △31,574

投資有価証券の取得による支出 △88 △88

貸付金の回収による収入 3,086 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,658 △31,537

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 △434,000 △402,200

自己株式の取得による支出 △214 △107

配当金の支払額 － △620

財務活動によるキャッシュ・フロー △434,214 △402,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,166,171 1,008,570

現金及び現金同等物の期首残高 4,472,974 2,828,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,306,802 3,836,795
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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売上及び受注の状況 

 
【受注状況】 

 
  

  

  

  

6． その他の情報

 【製品別売上高明細表】

(単位：千円、千円未満切捨て）

種別

当四半期会計期間 前四半期会計期間 (参考)

(平成22年３月期 第１四半期) (平成21年３月期 第１四半期) (平成21年３月期)

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

舶用内燃機関 2,672,132 68.6 2,582,816 68.1 16,232,113 77.9

修理・部品 1,223,699 31.4 1,209,664 31.9 4,595,572 22.1

合計 3,895,831 100.0 3,792,480 100.0 20,827,685 100.0

(単位：千円、千円未満切捨て）

種別

当四半期 前四半期 (参考)

(平成22年3月期第１四半期) (平成21年3月期第１四半期) (平成21年3月期)

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

受
注
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 2,526,874 72.1 3,521,303 75.2 12,067,986 68.8

修理・部品 980,199 27.9 1,160,364 24.8 5,478,372 31.2

合計 3,507,073 100.0 4,681,667 100.0 17,546,358 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 20,528,197 93.5 25,776,069 97.2 20,673,455 92.5

修理・部品 1,424,400 6.5 735,800 2.8 1,667,900 7.5

合計 21,952,597 100.0 26,511,869 100.0 22,341,355 100.0
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