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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 4,516 △3.5 △376 ― △373 ― △371 ―
25年3月期第2四半期 4,682 △34.1 △154 ― △172 ― △235 ―

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

26年3月期第2四半期 △13.28 ―
25年3月期第2四半期 △8.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 15,635 7,609 48.7
25年3月期 15,606 7,976 51.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  7,609百万円 25年3月期  7,976百万円

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  
   平成26年3月期末の配当予想については、現時点で未定です。 

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

25年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 8,327 △20.5 △922 ― △936 ― △940 ― △33.62



(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） 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 28,000,000 株 25年3月期 28,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 37,232 株 25年3月期 37,097 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 27,962,846 株 25年3月期2Q 27,964,638 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、添付資
料３ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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      当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀による金融緩和策により円

安・株高が進行し、輸出関連企業を中心に景気回復への明るい兆しが見えはじめました。しかしながら

国内では円安に伴う原材料やエネルギー価格の上昇、消費税の増税決定、海外では新興国の経済成長の

鈍化、不安定な中東情勢など依然として景気下振れ懸念があり、先行きが不透明な状況が続くものと思

われます。 

一方、わが国造船・海運業界も、新造船受注量や海上輸送量において漸く回復傾向が出ております

が、本格的な市況回復には至っておらず、今後も厳しい業界環境が続くものと予想されます。そのため

各社においては更なるコスト削減や収益性改善など、引き続き最大限の経営努力に注力しております。 

   この様な状況下にあって、当第２四半期累計期間の売上高は、主力製品である舶用内燃機関が27億1

百万円と前年同四半期と比べ△4億9千万円(△15.4％)の減収、修理・部品等は18億1千4百万円と前年同

四半期と比べ3億2千4百万円(21.8％)増収、全体としては45億1千6百万円と前年同四半期と比べ△1億6

千5百万円(△3.5％)の減収となりました。 

   損益面では、採算の厳しい主機関の販売が利益を圧迫し、製造原価・販管費の削減に最大限注力しま

したが大幅なコスト削減が難しく、営業損失は3億7千6百万円(前年同四半期は1億5千4百万円の損失)、

経常損失は3億7千3百万円(前年同四半期は1億7千2百万円の損失)、当四半期純損失は3億7千1百万円(前

年同四半期は2億3千5百万円の損失)となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況 

     (資産) 

      流動資産は、前事業年度末に比べ0.2％増加し、114億9千2百万円となりました。これは、主として現

金及び預金が7億6千4百万円、製品及び仕掛品が2億5千6百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び

売掛金が8億5千2百万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0.2％増加し、41億4千2百万円となりました。これは、主としてリ

ース資産の増加によります。 

      この結果、総資産は、前事業年度末に比べ0.2％増加し、156億3千5百万円となりました。 

  

     (負債) 

      流動負債は、前事業年度末に比べ2.0％減少し、54億6千5百万円となりました。これは、主として前

受金が1億9千3百万円、各種引当金が1億6千7百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が4億4千5百

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24.9％増加し、25億6千万円となりました。これは、主として長期

借入金が4億6千2百万円増加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5.2％増加し、80億2千5百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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     (純資産) 

      純資産合計は、前事業年度末に比べ4.6％減少し、76億9百万円となりました。これは、主として四半

期純損失等により利益剰余金が3億7千1百万円減少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２四半期累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、前事業年度末に

比べ7億6千4百万円増加、56億8千5百万円となりました。 

 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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による結果得られた資金は、5億2千6百万円（前年同四半期は4千9百万円の支出）となり

ました。前年同四半期に対する主な要因は、売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減によるもので

す。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による結果使用した資金は、前年同四半期に比べ2億4千7百万円増加、2億6千9百万円とな

りました。前年同四半期に対する主な要因は、有形固定資産の取得による支出によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による結果得られた資金は、前年同四半期に比べ3千5百万円増加、5億8百万円となりまし

た。前年同四半期に対する主な要因は、配当金の支払額の減少によるものです。  

  

      当第２四半期累計期間の業績は、前年同四半期と比べ減収減益となりましたが、第３四半期以降の事

業環境は当初予想どおり依然として厳しく、平成25年5月10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。また配当予想についても現時点では未定としております。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

神戸発動機㈱(6016) 平成26年3月期 第2四半期決算短信(非連結)

-　3　-



  

  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(注記事項)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 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 4,920,847 5,685,635 
受取手形及び売掛金 3,717,726 2,865,586 
製品 397,544 407,083 
仕掛品 1,721,868 1,968,802 
原材料及び貯蔵品 532,763 554,053 
未収還付法人税等 120,220 － 
その他 97,743 43,884 
貸倒引当金 △35,600 △32,600 
流動資産合計 11,473,113 11,492,445 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 2,170,576 2,121,070 
その他（純額） 1,748,530 1,776,238 
有形固定資産合計 3,919,106 3,897,309 

無形固定資産 66,810 89,223 
投資その他の資産   
投資その他の資産 148,404 156,134 
貸倒引当金 △800 － 
投資その他の資産合計 147,604 156,134 

固定資産合計 4,133,521 4,142,666 

資産合計 15,606,634 15,635,112 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 3,524,978 3,079,101 
1年内返済予定の長期借入金 931,800 1,003,400 
未払法人税等 － 10,306 
前受金 40,200 234,000 
受注損失引当金 450,000 570,000 
その他の引当金 121,304 168,556 
その他 510,897 399,745 
流動負債合計 5,579,181 5,465,110 

固定負債   
長期借入金 1,691,000 2,153,800 
退職給付引当金 208,125 231,621 
その他の引当金 47,999 43,666 
その他 103,873 131,635 
固定負債合計 2,051,001 2,560,723 

負債合計 7,630,182 8,025,834 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９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 4,017,856 3,646,381 
自己株式 △6,705 △6,717 
株主資本合計 7,935,901 7,564,413 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 40,550 44,863 
評価・換算差額等合計 40,550 44,863 

純資産合計 7,976,451 7,609,277 

負債純資産合計 15,606,634 15,635,112 
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,682,264 4,516,270 
売上原価 4,345,605 4,446,789 
売上総利益 336,659 69,481 

販売費及び一般管理費 491,550 446,213 
営業損失（△） △154,891 △376,731 

営業外収益   
受取利息及び配当金 1,790 2,253 
受取家賃 3,934 5,038 
技術指導料 7,209 － 
還付加算金 － 5,802 
雑収入 4,623 5,181 

営業外収益合計 17,558 18,275 

営業外費用   
支払利息 8,085 8,155 
支払手数料 25,479 3,509 
雑損失 1,603 3,158 
営業外費用合計 35,167 14,823 

経常損失（△） △172,501 △373,279 

特別利益   
固定資産売却益 344 3,850 
特別利益合計 344 3,850 

特別損失   
固定資産売却損 508 － 
投資有価証券評価損 5,940 － 
特別損失合計 6,448 － 

税引前四半期純損失（△） △178,606 △369,429 

法人税、住民税及び事業税 2,356 2,356 
法人税等調整額 54,250 △311 
法人税等合計 56,607 2,045 

四半期純損失（△） △235,213 △371,474 
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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２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前四半期純損失（△） △178,606 △369,429 
減価償却費 190,903 243,113 
引当金の増減額（△は減少） 27,866 182,615 
受取利息及び受取配当金 △1,790 △2,253 
支払利息 8,085 8,155 
投資有価証券評価損益（△は益） 5,940 － 
固定資産売却損益（△は益） 163 △3,850 
売上債権の増減額（△は増加） 1,413,273 1,045,939 
たな卸資産の増減額（△は増加） △665,654 △277,762 
仕入債務の増減額（△は減少） △490,603 △375,060 
未払消費税等の増減額（△は減少） △138,072 58,830 
その他の資産の増減額（△は増加） 4,647 △4,210 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △84,484 △97,962 
その他の固定負債の増減額（△は減少） 391 399 

小計 92,059 408,523 

利息及び配当金の受取額 1,790 2,253 
利息の支払額 △8,015 △8,100 
法人税等の支払額 △135,701 － 
法人税等の還付額 － 123,535 
営業活動によるキャッシュ・フロー △49,867 526,212 

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 △22,296 △263,949 
有形固定資産の売却による収入 544 4,008 
無形固定資産の取得による支出 － △5,502 
投資有価証券の取得による支出 △372 △377 
その他の支出 △603 △4,000 
その他の収入 759 190 
投資活動によるキャッシュ・フロー △21,969 △269,630 

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 1,000,000 1,000,000 
長期借入金の返済による支出 △450,300 △465,600 
リース債務の返済による支出 △20,246 △25,758 
自己株式の取得による支出 △22 △12 
配当金の支払額 △56,234 △422 
財務活動によるキャッシュ・フロー 473,196 508,206 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401,359 764,788 

現金及び現金同等物の期首残高 5,534,541 4,920,847 
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,935,901 5,685,635 
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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 

                              (単位：千円、千円未満切捨て） 

  

②受注状況 

                                                           (単位：千円、千円未満切捨て） 

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４.その他

 売上及び受注の状況

事業区分

前四半期累計期間 当四半期累計期間 (参考)

自  平成24年4月 1日 自  平成25年4月 1日
(平成25年3月期)

至  平成24年9月30日 至  平成25年9月30日

金  額 比率(％) 金  額 比率(％) 金  額 比率(％)

舶用内燃機関 3,192,019 68.2 2,701,346 59.8 7,408,538 70.7

修理・部品 1,490,245 31.8 1,814,924 40.2 3,064,575 29.3

合計 4,682,264 100.0 4,516,270 100.0 10,473,113 100.0

事業区分

前四半期累計期間 当四半期累計期間 (参考)

自 平成24年4月 1日 自 平成25年4月 1日
(平成25年3月期)

至 平成24年9月30日 至 平成25年9月30日

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

受
注
高

    ％   ％   ％

舶用内燃機関 2,857,001 64.1 3,746,249 68.7 6,306,369 65.7

修理・部品 1,598,845 35.9 1,704,424 31.3 3,285,675 34.3

合計 4,455,846 100.0 5,450,673 100.0 9,592,044 100.0

受
注
残
高

  ％   ％   ％

舶用内燃機関 9,081,366 96.4 9,359,118 96.5 8,314,215 94.9

修理・部品 336,300 3.6 338,300 3.5 448,800 5.1

合計 9,417,666 100.0 9,697,418 100.0 8,763,015 100.0
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