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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 10,849 5.9 456 △13.1 451 △12.8 364 45.6
23年3月期第3四半期 10,244 △23.4 525 △37.6 517 △38.0 250 △50.0

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3四半期 13.04 ―
23年3月期第3四半期 8.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 17,782 8,920 50.2
23年3月期 17,380 8,643 49.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,920百万円 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、対前期増減率）

（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

通期 14,322 3.5 198 △57.2 188 △56.9 184 △10.2 6.58



(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3Q 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3Q 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3Q 27,964,773 株 23年3月期3Q 27,966,202 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。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災、超円高、欧州危機などの影響を受け、

リーマン・ショック以降漸く立直りかけていた状況も腰折れ、今後震災復興需要も見込まれるものの先

行きの不透明感が続いております。 

一方、わが国造船業界も、海運不況と船腹過剰が続き、円高と相俟って厳しい経営を迫られておりま

す。今後も続く韓国や中国との受注競争では、コスト削減やエコ・環境等技術の差別化を図っておりま

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は、82億3千6百万円と前年同四半期と比べ6億4千6百万円

(8.5％)増収、修理・部品等は26億1千3百万円と前年同四半期と比べ△4千万円(△1.5％)減収、売上高

の総額は108億4千9百万円と前年同四半期と比べ6億5百万円(5.9％)の増収となりました。 

損益面では、舶用内燃機関売上は順調に推移しましたが、部品売上の伸びと製造原価・販管費の圧縮

が十分に達成出来なかったことにより、営業利益は4億5千6百万円と前年同四半期と比べ△6千8百万円

(△13.1％)、経常利益は4億5千1百万円と前年同四半期に比べ△6千6百万円(△12.8％)の各々減益とな

りました。また、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3億6千4百万円と前年同四半期と比べ1億1千4百万円(45.6％)の増益となりました。 

  

 (資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ5.2％増加し、137億7千1百万円となりました。これは、主として現

金及び預金が14億4千1百万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△6.6％減少し、40億1千万円となりました。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2.3％増加し、177億8千2百万円となりました。 

  

 (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ7.0％増加し、67億4千7百万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が2億2千5百万円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△13.0％減少し、21億1千3百万円となりました。これは、主として

長期借入金が3億4千万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1.4％増加し、88億6千1百万円となりました。 

  

 (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ3.2％増加し、89億2千万円となりました。これは、主として利益

剰余金が2億8千万円増加したによります。 

  

当第３四半期累計期間の業績は、製造コスト削減等により利益面で業績予想を上回っておりますが、

鉄鋼等原材料価格や今後の国内外情勢・景気の動向等も含め先行きの不透明感が払拭しきれない状況か

ら、平成23年11月11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

神戸発動機㈱(6016) 平成24年3月期 第3四半期決算短信(非連結) 

- 3 -



３．四半期財務諸表
（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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,122,366 5,563,933

受取手形及び売掛金 4,892,318 5,139,751

製品 1,500,402 823,260

仕掛品 1,848,199 1,621,092

原材料及び貯蔵品 514,751 530,664

その他 242,875 131,472

貸倒引当金 △34,459 △38,716

流動資産合計 13,086,453 13,771,458

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,393,292 2,307,618

その他（純額） 1,706,394 1,539,163

有形固定資産合計 4,099,687 3,846,782

無形固定資産 60,766 63,517

投資その他の資産

投資その他の資産 136,648 103,254

貸倒引当金 △2,810 △2,810

投資その他の資産合計 133,837 100,443

固定資産合計 4,294,291 4,010,743

資産合計 17,380,744 17,782,202

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,115,323 4,340,504

1年内返済予定の長期借入金 771,600 840,900

未払法人税等 32,293 219,958

前受金 492,068 441,309

受注損失引当金 250,000 250,000

その他の引当金 100,311 86,712

その他 545,320 568,557

流動負債合計 6,306,917 6,747,942

固定負債

長期借入金 1,963,700 1,622,800

退職給付引当金 214,307 250,144

その他の引当金 122,694 122,631

その他 129,925 118,157

固定負債合計 2,430,628 2,113,734

負債合計 8,737,545 8,861,676
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31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 4,983,208

自己株式 △6,497 △6,560

株主資本合計 8,620,777 8,901,397

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,421 19,128

評価・換算差額等合計 22,421 19,128

純資産合計 8,643,199 8,920,525

負債純資産合計 17,380,744 17,782,202
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 10,244,417 10,849,977

売上原価 8,859,291 9,568,007

売上総利益 1,385,125 1,281,969

販売費及び一般管理費 859,480 825,316

営業利益 525,645 456,652

営業外収益

受取利息及び配当金 2,059 2,043

受取家賃 9,337 8,499

雑収入 3,562 5,521

営業外収益合計 14,959 16,064

営業外費用

支払利息 14,725 13,169

支払手数料 5,273 5,269

雑損失 2,949 3,021

営業外費用合計 22,949 21,460

経常利益 517,655 451,256

特別利益

固定資産売却益 8,569 87

契約解約益 － 296,432

特別利益合計 8,569 296,519

特別損失

固定資産除却損 11,145 1,246

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,918 －

投資有価証券評価損 － 3,772

特別損失合計 21,063 5,018

税引前四半期純利益 505,160 742,757

法人税、住民税及び事業税 201,000 332,000

法人税等調整額 53,830 46,179

法人税等合計 254,830 378,179

四半期純利益 250,329 364,578
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

①【売上状況】 

 
  

  

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3四半期) (平成23年3月期第3四半期) (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 8,236,615 75.9 7,590,192 74.1 10,236,192 74.0

修理・部品 2,613,362 24.1 2,654,225 25.9 3,602,033 26.0

合計 10,849,977 100.0 10,244,417 100.0 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3四半期) (平成23年3月期第3四半期) (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 5,352,092 70.0 7,777,412 75.8 9,744,958 74.1

修理・部品 2,288,422 30.0 2,483,315 24.2 3,401,006 25.9

合計 7,640,514 100.0 10,260,727 100.0 13,145,964 100.0

受
注
残
高

％ ％ ％

舶用内燃機関 11,267,634 98.4 14,830,611 96.5 14,152,157 96.5

修理・部品 187,460 1.6 542,517 3.5 512,400 3.5

合計 11,455,094 100.0 15,373,128 100.0 14,664,557 100.0
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