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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 13,374 3.4 842 △34.1 834 △35.6 500 △32.9
21年3月期第3四半期 12,929 ― 1,277 ― 1,295 ― 746 ―

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3四半期 17.91 ―
21年3月期第3四半期 26.69 ―

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3四半期 20,324 8,353 41.1 298.67
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3四半期  8,353百万円 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
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 ― ― ― 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  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

通期 18,690 △10.3 965 △51.8 956 △52.5 574 △46.2 20.52
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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） 

（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。 

(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3四半期 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3四半期  31,717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3四半期 27,968,961株 21年3月期第3四半期 27,971,706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３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や景気対策効果で回復の兆しが見られたものの、依

然として先行き不透明であるため企業業績予想は概ね厳しいものとなっております。 

造船業界においても景気停滞の煽りを受けて新規造船受注は殆どみられない一方、新造竣工による既存

受注残の減少で厳しい状況が続くものと推測されます。 

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３四半期累計期間の

売上高は、主力製品である舶用内燃機関では98億2千1百万円となり、前年同四半期と比べ3億6千7百万円

（3.9％）、修理・部品等は35億5千2百万円と前年同四半期と比べ7千7百万円（2.2％）、売上高の総額は

133億7千4百万円と前年同四半期と比べ4億4千5百万円（3.4％）の各々増収となりました。 

損益面では、部品売上や生産性の向上に全力を傾注し、製造原価・販管費の圧縮に最大限注力いたしま

したが、営業利益は8億4千2百万円と前年同四半期と比べ△4億3千5百万円（△34.1％）、経常利益は8億3

千4百万円 と前年同四半期と比べ△4億6千万円（△35.6％）、四半期純利益は5億円と前年同四半期と比

べ△2億4千5百万円（△32.9％）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、155億7千百2万円となりました。これは主として現金及び

預金が13億4千8百万円増加、受取手形及び売掛金が11億8千8百万円減少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8.3％減少、47億5千1百万円となりました。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0.4％増加、203億2千4百万円となりました。 

  

(ロ)負債 

流動負債は、前事業年度末に比べ0.6％減少、93億8千4百万円となりました。これは主として前受金が9

億8千5百万円増加、未払法人税等が5億7千1百万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7.9％減少、25億8千7百万円となりました。これは主として長期借入

金が1億9千1百万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2.2％減少、119億７千１百万円となりました。 

  

   （ハ）純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べ4.5％増加、83億5千3百万円となりました。これは主として利益剰

余金が3億6千万円増加したことなどによります。 

  

・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
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②キャッシュ・フローの状況   

 当第３四半期累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13億4千8百万円増加

し、41億7千6百万円となりました。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ31億8千万円増加し、19億2千2百万円の収

入となりました。前年同四半期に対する主な増加要因は、売上債権、たな卸資産等によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2千4百万円減少し、5千9百万円の支出とな

りました。前年同四半期に対する主な減少要因は、有形固定資産の取得、その他の収入等によるものであ

ります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ3億5千9百万円減少し、5億1千5百万円の支

出となりました。前年同四半期に対する主な減少要因は、短期借入の収入等によるものであります。 

  

第３四半期累計期間の業績につきましては、部品売上や製造原価・販管費の圧縮に最大限注力した結

果、営業利益・経常利益・四半期純利益とも前年同期間比では減益乍、前回公表した予想を上回る進捗率

となっております。しかし乍鉄鋼等原材料価格や景気の先行き等に不透明感が払拭しきれない状況から、

平成21年11月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました今期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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 4,176,243 2,828,224

受取手形及び売掛金 6,701,963 7,890,068

製品 778,704 425,029

仕掛品 3,079,646 3,113,761

原材料及び貯蔵品 577,793 596,557

その他 277,187 207,098

貸倒引当金 △18,937 △1,821

流動資産合計 15,572,600 15,058,920

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,541,772 2,642,102

その他（純額） 2,079,581 2,404,291

有形固定資産合計 4,621,354 5,046,394

無形固定資産 13,814 14,644

投資その他の資産 116,789 120,068

固定資産合計 4,751,958 5,181,107

資産合計 20,324,559 20,240,027
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 6,088,252 6,080,815

1年内返済予定の長期借入金 747,600 932,600

未払法人税等 － 571,901

前受金 1,883,701 898,642

引当金 158,842 335,681

その他 505,727 616,474

流動負債合計 9,384,123 9,436,116

固定負債   

長期借入金 2,235,300 2,426,300

退職給付引当金 227,898 200,652

その他の引当金 106,548 165,423

その他 17,539 15,853

固定負債合計 2,587,286 2,808,229

負債合計 11,971,409 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 4,421,171 4,060,212

自己株式 △6,178 △6,009

株主資本合計 8,339,743 7,978,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,406 16,729

評価・換算差額等合計 13,406 16,729

純資産合計 8,353,149 7,995,682

負債純資産合計 20,324,559 20,240,027
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,929,361 13,374,435

売上原価 10,684,517 11,593,491

売上総利益 2,244,843 1,780,943

販売費及び一般管理費 966,966 938,396

営業利益 1,277,877 842,547

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,652 1,568

受取家賃 23,912 9,532

雑収入 7,294 4,446

営業外収益合計 35,859 15,547

営業外費用   

支払利息 18,105 14,755

支払手数料 － 5,269

雑損失 29 3,327

営業外費用合計 18,135 23,352

経常利益 1,295,601 834,742

特別利益   

固定資産売却益 1,990 163

関係会社株式売却益 2,250 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 20,719

特別利益合計 4,240 20,883

特別損失   

固定資産除却損 － 76

投資有価証券評価損 3,090 －

特別損失合計 3,090 76

税引前四半期純利益 1,296,751 855,548

法人税、住民税及び事業税 477,000 224,000

法人税等調整額 73,091 130,741

法人税等合計 550,091 354,741

四半期純利益 746,659 500,807
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,296,751 855,548

減価償却費 532,913 469,174

引当金の増減額（△は減少） △85,719 △191,352

受取利息及び受取配当金 △4,652 △1,568

支払利息 18,105 14,755

固定資産売却損益（△は益） △1,990 △163

固定資産除却損 － 76

関係会社株式売却損益（△は益） △2,250 －

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） △402,187 2,173,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,191,100 △300,794

仕入債務の増減額（△は減少） 597,695 24,273

未払消費税等の増減額（△は減少） △196,807 △70,140

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,882 1,187

その他の流動負債の増減額（△は減少） 52,254 △54,823

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △480

小計 △398,780 2,918,858

利息及び配当金の受取額 4,652 1,568

利息の支払額 △24,869 △19,307

法人税等の支払額 △839,283 △978,475

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,258,280 1,922,644

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 △217,988 △59,484

有形固定資産の売却による収入 2,036 180

投資有価証券の取得による支出 △653 △267

関係会社株式の売却による収入 3,750 －

貸付けによる支出 △350 －

貸付金の回収による収入 14,448 243

その他の収入 164,180 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,577 △59,089

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 500,000 －

長期借入れによる収入 375,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △947,800 △876,000

自己株式の取得による支出 △582 △169

配当金の支払額 △82,532 △139,366

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,915 △515,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,448,772 1,348,018

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 3,024,201 4,176,243
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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

神戸発動機(株)(6016) 平成22年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
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売上及び受注の状況 

【製品別売上高明細表】 

 
  

【受注状況】 

 
  

  

  

  

  

6. その他の情報

(単位：千円、千円未満切捨て）

種別

当四半期累計期間 前四半期累計期間 (参考)

(平成22年３月期 第３四半期) (平成21年３月期 第３四半期) (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 9,821,651 73.4 9,454,278 73.1 16,232,113 77.9

修理・部品 3,552,784 26.6 3,475,083 26.9 4,595,572 22.1

合計 13,374,435 100.0 12,929,361 100.0 20,827,685 100.0

(単位：千円、千円未満切捨て）

種別

当四半期累計期間 前四半期累計期間 (参考)

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

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

受
注
高

舶用内燃機関 5,941,294 67.5 11,255,002 71.9 12,067,986 68.8

修理・部品 2,856,067 32.5 4,397,383 28.1 5,478,372 31.2

合計 8,797,361 100.0 15,652,385 100.0 17,546,358 100.0

受
注
残
高

舶用内燃機関 16,793,098 94.5 26,638,306 94.0 20,673,455 92.5

修理・部品 971,183 5.5 1,707,400 6.0 1,667,900 7.5

合計 17,764,281 100.0 28,345,706 100.0 22,341,355 100.0

神戸発動機(株)(6016) 平成22年3月期 第3四半期決算短信(非連結)
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