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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 8,355 △12.9 977 △35.8 909 △36.6 544 △35.3

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

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2四半期 34.13 ―

21年3月期第2四半期 52.70 ―

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2四半期 22,927 8,705 38.0 545.13
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2四半期  8,705百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 14,000 △26.5 1,250 △48.7 1,050 △53.6 600 △52.9 37.57
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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2四半期 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2四半期  30,303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2四半期 15,969,739株 21年3月期第2四半期 15,972,684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21年５月18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、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」をご参照くださ
い。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、金融危機以降、生産や輸出につきましては一部緩やかな回復が見られるもの

の、設備の過剰感等は解消しておらず依然として厳しい状況が続きました。 

世界経済におきましても、中国・インドなどでの回復は見られるものの、金融危機の影響は大きく、完全なる回復

には至っておりません。当社の関わる海運・造船業界におきましても、世界的な海上輸送量の低迷や運賃市況の不透

明感、信用収縮の影響による資金調達難等が継続し、国内外の新船建造は低迷状態が続いております。 

このような企業環境のもと、当第２四半期累計期間の業績につきましては、受注高は前年同期比57.2％減の4,890

百万円となり、売上高は同12.9％減の8,355百万円となりました。受注残高は同43.2％減の9,388百万円となりまし

た。 

損益面につきましては、内製化の拡大、コストダウン、諸経費の削減に努めましたが、操業低下の影響と一部原材

料の値上がりがあり、営業利益は977百万円（前年同期比35.8%減）、経常利益は909百万円（同36.6%減）、四半期純

利益は544百万円（同35.3%減）となりました。 

事業区分別では、主機関の売上高は、輸出向けの減少により5,683百万円（同13.9％減）となりました。部分品・

修理工事の売上高は2,671百万円（同10.6%減）となりました。 

  

  

 当四半期末の総資産は 百万円となり、前期末比846百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産が

増加したものの、現預金及びたな卸資産が減少したことによるものであります。負債につきましては 百万円と

なり、前期末比1,309百万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、前受金の減少によるもので

あります。純資産につきましては 百万円となり、前期末比463百万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、2,380百万円となり、前会計 

年度末と比較して783百万円の減少となりました。 

 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 

 営業活動の結果使用した資金は、13百万円（前年同期は979百万円の収入）となりました。これは主に、税引前四 

半期純利益929百万円を確保し、減価償却費412百万円を計上したこと及び、たな卸資産が538百万円減少したもの

の、仕入債務が894百万円減少し、売上債権が726百万円増加したこと及び、法人税等の支払541百万円があったこと

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、346百万円（前年同期は575百万円の使用）となりました。これは主に、定期預金

の払戻による収入1,500百万円があったものの、有形固定資産の取得1,049百万円及び、定期預金の預入による支出

800百万円があったこと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、423百万円（前年同期は324百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入

金の借入による収入1,500百万円があったものの、長期借入金の返済による支出1,743百万円があったことによるもの

であります。 

  

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

22,927

14,221

8,705
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 船舶建造の中止、延期の影響を受けて下期の売上高が減少する見通しになったため、通期業績予想を修正いたしま

す。 

 なお、平成21年５月18日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

  

  

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２四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、当第２四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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 15,000 1,500 1,300 750 46 96 

今回修正予想（Ｂ） 14,000 1,250 1,050 600 37 57 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 △250 △250 △150 －   

増減率（％） △6.7 △16.7 △19.2 △20.0 －   

前期実績 19,047 2,435 2,261 1,273 79 72 

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21年９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 3,230,846 4,713,888

受取手形及び売掛金 5,057,132 4,886,640

有価証券 10,473 10,462

製品 542,138 1,356,660

仕掛品 1,830,027 1,646,805

原材料及び貯蔵品 1,353,270 1,260,608

その他 430,037 450,873

貸倒引当金 △154,800 △165,800

流動資産合計 12,299,127 14,160,139

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,459,053 652,323

構築物（純額） 300,569 119,994

機械及び装置（純額） 1,671,908 1,796,290

車両運搬具（純額） 13,899 17,499

工具、器具及び備品（純額） 165,979 199,724

土地 5,817,871 5,817,871

建設仮勘定 311,249 147,299

有形固定資産合計 9,740,531 8,751,003

無形固定資産 30,093 33,056

投資その他の資産   

投資有価証券 563,480 511,269

その他 372,598 336,177

貸倒引当金 △78,500 △17,900

投資その他の資産合計 857,579 829,547

固定資産合計 10,628,204 9,613,607

資産合計 22,927,332 23,773,746

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,001,861 3,896,720

1年内返済予定の長期借入金 612,328 1,905,228

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

未払法人税等 396,060 554,118

前受金 1,831,027 2,321,994

賞与引当金 246,000 246,000

製品保証引当金 21,000 23,900

その他 2,105,428 1,681,367

流動負債合計 8,353,706 10,769,329
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 790,000 860,000

長期借入金 2,044,858 995,072

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 828,825 729,387

役員退職慰労引当金 64,100 70,700

その他 182,359 149,290

固定負債合計 5,868,112 4,762,418

負債合計 14,221,818 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 4,882,223 4,449,033

自己株式 △9,067 △9,053

株主資本合計 5,714,981 5,281,805

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130,664 100,326

土地再評価差額金 2,859,867 2,859,867

評価・換算差額等合計 2,990,532 2,960,193

純資産合計 8,705,513 8,241,998

負債純資産合計 22,927,332 23,773,746
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,589,743 8,355,145

売上原価 6,734,886 6,124,515

売上総利益 2,854,857 2,230,630

販売費及び一般管理費 1,331,876 1,253,256

営業利益 1,522,981 977,373

営業外収益   

受取利息 3,640 8,339

受取配当金 6,476 2,807

補助金収入 － 8,960

受取保険金 6,260 －

受取補償金 － 20,110

その他 6,187 7,324

営業外収益合計 22,565 47,541

営業外費用   

支払利息 23,493 30,195

退職給付費用 81,600 81,600

その他 7,404 3,941

営業外費用合計 112,498 115,737

経常利益 1,433,048 909,177

特別利益   

固定資産売却益 444 －

投資有価証券売却益 292 －

貸倒引当金戻入額 － 37,907

製品保証引当金戻入額 － 2,900

特別利益合計 737 40,807

特別損失   

固定資産処分損 3,928 20,006

投資有価証券売却損 1,104 －

特別損失合計 5,032 20,006

税引前四半期純利益 1,428,752 929,978

法人税等 587,000 385,000

四半期純利益 841,752 544,978

阪神内燃機工業㈱（6018）平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結）

- 7 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,428,752 929,978

減価償却費 287,468 412,053

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 99,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,300 △6,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,941 54,463

受取利息及び受取配当金 △10,117 △11,146

支払利息 23,493 30,195

投資有価証券売却損益（△は益） 811 －

固定資産処分損益（△は益） 3,483 20,006

売上債権の増減額（△は増加） 43,891 △726,671

たな卸資産の増減額（△は増加） △775,473 538,637

仕入債務の増減額（△は減少） 491,152 △894,859

その他 30,401 102,319

小計 1,586,290 547,816

利息及び配当金の受取額 16,194 15,375

利息の支払額 △23,221 △35,154

法人税等の支払額 △599,909 △541,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 979,353 △13,437

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 △800,000

定期預金の払戻による収入 － 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △480,301 △1,049,338

有形固定資産の売却による収入 2,099 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 △1,115 △1,102

投資有価証券の売却による収入 1,145 －

その他 3,111 3,128

投資活動によるキャッシュ・フロー △575,357 △346,012

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △196,500 △1,743,114

社債の償還による支出 － △70,000

自己株式の取得による支出 △1,004 △13

配当金の支払額 △127,061 △110,463

財務活動によるキャッシュ・フロー △324,565 △423,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,430 △783,041

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 2,739,712 2,380,846
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 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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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 8,445 (73.9%) 2,218 (45.4%) 11,682 (67.9%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 2,986 (26.1%) 2,671 (54.6%) 5,526 (32.1%)

11,432 (100.0%) 4,890 (100.0%) 17,208 (100.0%)

主 機 関 16,536 (100.0%) 9,388 (100.0%) 12,853 (100.0%)

部 分 品 ・ 修 理 工 事 - ( - ) - ( - ) - ( - ) 

16,536 (100.0%) 9,388 (100.0%) 12,853 (100.0%)

（2）販売の状況

6,602 (68.9%) 5,683 (68.0%) 13,521 (71.0%)

2,986 (31.1%) 2,671 (32.0%) 5,526 (29.0%)

9,589 (100.0%) 8,355 (100.0%) 19,047 (100.0%)

(4,239) (44.2%) (2,205) (26.4%) (8,653) (45.4%)（うち輸出分）

主 機 関

部 分 品 ・ 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20. 4. 1 から

平成20. 9.30 まで

平成21. 4. 1 から

平成21. 9.30 まで

受
 
注
 
残
 
高

合　　　計

合　　　計

受
　
注
　
高

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. 9.30 まで 平成21. 9.30 まで 平成21. 3.31 まで

区　　　分
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