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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,887 17.6 293 48.9 295 51.1 316 248.8
23年3月期第1四半期 3,306 △15.1 196 △40.1 195 △40.9 90 △59.0

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

24年3月期第1四半期 11.33 ―
23年3月期第1四半期 3.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 17,758 8,873 50.0
23年3月期 17,380 8,643 49.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,873百万円 23年3月期  8,643百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 6,906 △3.6 28 △92.1 23 △93.4 141 △0.7 5.04
通期 13,909 0.5 △199 ― △208 ― 10 △95.1 0.36



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

  

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 28,000,000 株 23年3月期 28,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 35,277 株 23年3月期 34,785 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 27,964,846 株 23年3月期1Q 27,966,988 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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条件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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

(1) 経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

(3) 業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

2. サマリー情報(その他)に関する情報 …………………………………………………３ 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………３ 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

3. 四半期財務諸表 …………………………………………………………………………４ 

(1) 四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………４ 

(2) 四半期損益計算書 ……………………………………………………………………６ 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………７ 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………７     

4. 補足情報 …………………………………………………………………………………７ 

  売上及び受注の状況  …………………………………………………………………７ 

  

○添付資料の目次

神戸発動機㈱(6016) 平成24年3月期 第1四半期決算短信(非連結）

- 1 -



当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災による甚大な被害を

受けた中での出発となりました。その後、一部では漸く生産体制の復旧も伝えられておりますが、依然

として先行きに不透明感が残っております。 

一方、わが国造船業界も東日本大震災の影響を受け厳しい状況にある中で、これまでの円高・鋼材高

に加え、新造船の需要減や新興勢力による船価下落に対応すべく生き残りを賭けた更なるコスト削減を

迫られております。 

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１四半期累計期間

の売上高は、主力製品である舶用内燃機関では、29億2千6百万円と前年同四半期と比べ5億

3千7百万円(22.5％)、修理・部品等は9億6千1百万円と前年同四半期と比べ4千4百万円(4.8％)、売上高

の総額は38億8千7百万円と前年同四半期と比べ5億8千1百万円(17.6％)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

最大限注力した結果、営業利益は2億9千3百万円と前年同四半期と比べ9千6百万円(48.9％)、経常利益

は2億9千5百万円と前年同四半期に比べ9千9百万円(51.1％)、当四半期純利益は主機関売買契約解約料2

億9千6百万円を特別利益に計上したことにより3億1千6百万円と前年同四半期と比べ2億2千5百万円

(248.8％)の各々増益となりました。 

  

 (資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ3.4％増加し、135億2千8百万円となりました。これは、主として受

取手形及び売掛金が5億8千8百万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1.5％減少し、42億3千万円となりました。これは、主として有形固

定資産の減価償却によります。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ2.2％増加し、177億5千8百万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ8.7％増加し、68億5千6百万円となりました。これは、主として前

受金が1億5千2百万円、未払法人税等が2億5千4百万円各々増加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16.5％減少し、20億2千8百万円となりました。これは、主として長

期借入金が3億9千4百万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1.7％増加し、88億8千4百万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ2.7％増加し、88億7千3百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が2億3千2百万円増加したによります。 

  

当第１四半期累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23年

5月13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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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該当事項はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表等

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,122,366 4,384,119

受取手形及び売掛金 4,892,318 5,480,769

製品 1,500,402 1,246,745

仕掛品 1,848,199 1,774,319

原材料及び貯蔵品 514,751 493,721

その他 242,875 182,652

貸倒引当金 △34,459 △34,115

流動資産合計 13,086,453 13,528,213

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,393,292 2,366,674

その他（純額） 1,706,394 1,670,871

有形固定資産合計 4,099,687 4,037,545

無形固定資産 60,766 56,462

投資その他の資産

投資その他の資産 136,648 139,235

貸倒引当金 △2,810 △2,810

投資その他の資産合計 133,837 136,424

固定資産合計 4,294,291 4,230,432

資産合計 17,380,744 17,758,646

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,115,323 4,123,103

1年内返済予定の長期借入金 771,600 787,400

未払法人税等 32,293 287,071

前受金 492,068 644,291

受注損失引当金 250,000 250,000

その他の引当金 100,311 140,218

その他 545,320 624,111

流動負債合計 6,306,917 6,856,197

固定負債

長期借入金 1,963,700 1,568,900

退職給付引当金 214,307 222,735

その他の引当金 122,694 116,173

その他 129,925 120,974

固定負債合計 2,430,628 2,028,784

負債合計 8,737,545 8,884,982
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

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 4,702,525 4,935,433

自己株式 △6,497 △6,560

株主資本合計 8,620,777 8,853,622

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,421 20,042

評価・換算差額等合計 22,421 20,042

純資産合計 8,643,199 8,873,664

負債純資産合計 17,380,744 17,758,646
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,306,083 3,887,522

売上原価 2,832,835 3,319,472

売上総利益 473,247 568,050

販売費及び一般管理費 276,349 274,805

営業利益 196,898 293,244

営業外収益

受取利息及び配当金 1,011 1,102

受取家賃 2,040 2,006

雑収入 2,931 5,615

営業外収益合計 5,982 8,724

営業外費用

支払利息 4,816 4,198

雑損失 2,731 2,715

営業外費用合計 7,548 6,914

経常利益 195,332 295,053

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,822 －

固定資産売却益 2,567 －

契約解約益 － 296,432

特別利益合計 9,389 296,432

特別損失

固定資産除却損 40 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,918 －

特別損失合計 9,958 －

税引前四半期純利益 194,763 591,485

法人税、住民税及び事業税 93,000 277,000

法人税等調整額 10,932 △2,317

法人税等合計 103,932 274,682

四半期純利益 90,830 316,803

神戸発動機㈱(6016) 平成24年3月期 第1四半期決算短信(非連結）

- 6 -



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

①【売上高明細表】 

 
  

  

②【受注状況】 

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

 売上及び受注の状況

(単位：千円、千円未満切捨て）

事業区分

当四半期累計期間 前四半期累計期間 (参考)

(平成24年3月期第１四半期) (平成23年3月期第１四半期) (平成23年3月期)

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

舶用内燃機関 2,926,173 75.3 2,389,173 72.3 10,236,192 74.0

修理・部品 961,349 24.7 916,910 27.7 3,602,033 26.0

合計 3,887,522 100.0 3,306,083 100.0 13,838,225 100.0

(単位：千円、千円未満切捨て）

事業区分

当四半期累計期間 前四半期累計期間 (参考)

(平成24年3月期第１四半期) (平成23年3月期第１四半期) (平成23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 2,233,046 73.7 3,507,373 81.3 9,744,958 74.1

修理・部品 795,449 26.3 808,983 18.7 3,401,006 25.9

合計 3,028,495 100.0 4,316,356 100.0 13,145,964 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 13,459,030 97.5 15,761,591 96.3 14,152,157 96.5

修理・部品 346,500 2.5 605,500 3.7 512,400 3.5

合計 13,805,530 100.0 16,367,091 100.0 14,664,557 100.0
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