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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第150期

第１四半期累計期間
第151期

第１四半期累計期間
第150期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 2,389 2,637 10,621

経常利益 （百万円） 200 402 715

四半期（当期）純利益 （百万円） 121 270 423

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 800 800 800

発行済株式総数 （千株） 16,009 16,009 16,009

純資産額 （百万円） 10,130 10,959 10,749

総資産額 （百万円） 17,671 18,530 17,919

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 7.58 16.96 26.53

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 7.54 16.83 26.34

１株当たり配当額 （円） － － 5.00

自己資本比率 （％） 57.3 59.0 59.9

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２．当社は持分法の対象となる関連会社がないので、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載して

おりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出が持ち直し設備投資が緩やかに増加、雇用・所得環境の着実

な改善を背景として個人消費が底堅く推移するなど、緩やかな景気回復を続けてまいりました。

世界経済においては、米国経済は引続き回復基調にあり、欧州経済は緩やかに回復してまいりました。しかしな

がら、ギリシャの債務問題、中国経済の構造調整や中東での政情不安が懸念されるところであります。

当社の関わる海運・造船業界におきましては、大手造船所では、受注回復が報じられる一方で船価の改善に至ら

ず、業績回復には至っておりません。また、本格的な回復の兆しが見えにくい内航船建造造船所でもようやく2016

年度の船台がほぼ埋まりました。当社が主力とする内航船分野の499G/T型貨物船におきましては荷動きが鈍く主力

オペレーターからの許可が出にくくなってきておりますが、石炭火力発電に係る船舶の引合いが継続しており、ま

た、セメント運搬船や砂利運搬船の引合いも継続しております。他方タンカー業界は停滞気味で推移しておりま

す。海外案件は円安を背景に東アジアを中心に引合いが継続しておりますが、受注価格面では引続き厳しい状況が

続いております。

このような企業環境のもと、当第１四半期累計期間の業績につきましては、受注高は、主機関の減少を部分品が

カバーし前年同期比6.9％増の3,427百万円となりました。売上高は、部分品が増加し同10.4％増の2,637百万円と

なりました。受注残高は、主機関販売高に受注が見合わず同5.3％減の4,721百万円となりました。

損益面につきましては、主機関価格の下落が予想より緩和し、部分品の売上が大幅に増加、資材価格の上昇等に

よるコストアップを短納期案件の受注による操業度アップによりカバーした結果、営業利益は402百万円（前年同

期比100.7％増）、経常利益は402百万円（同100.9％増）、四半期純利益は270百万円（同123.6％増）となり、前

年同期に比べ増収増益となりました。

事業区分別では、主機関の売上高は、輸出は増加したものの国内が減少し1,226百万円（前年同期比7.8％減）と

なりました。部分品・修理工事は国内・輸出とも増加し1,410百万円（同33.2％増）となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、9,222千円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成27年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,009,000 16,043,000
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数1,000株

計 16,009,000 16,043,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
－ 16,009,000 － 800,598 － 42,424

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成27年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式      41,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  15,881,000 15,881 －

単元未満株式 普通株式      87,000 － １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数           16,009,000 － －

総株主の議決権 － 15,881 －

（注）「単元未満株式」の株式数欄には当社所有の自己株式513株が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

阪神内燃機工業株式会社
神戸市中央区海岸通８ 41,000 － 41,000 0.26

計 － 41,000 － 41,000 0.26

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

四半期報告書

 6/14



１【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27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,175,246 3,040,462

受取手形及び売掛金 2,994,061 3,325,484

製品 405,010 473,602

仕掛品 1,155,716 1,520,259

原材料及び貯蔵品 887,576 853,809

その他 306,792 296,121

貸倒引当金 △2,200 △2,400

流動資産合計 8,922,203 9,507,339

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,162,286 1,157,836

構築物（純額） 180,346 175,881

機械及び装置（純額） 520,981 486,797

車両運搬具（純額） 2,429 1,277

工具、器具及び備品（純額） 156,239 167,055

土地 5,817,871 5,817,871

建設仮勘定 2,366 38,928

有形固定資産合計 7,842,521 7,845,650

無形固定資産 31,334 35,716

投資その他の資産   

投資有価証券 957,436 984,680

その他 200,880 191,808

貸倒引当金 △34,800 △34,800

投資その他の資産合計 1,123,517 1,141,689

固定資産合計 8,997,373 9,023,055

資産合計 17,919,576 18,530,395

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,315,501 2,533,579

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 139,432 103,575

未払法人税等 138,982 139,390

前受金 712,105 870,549

賞与引当金 157,000 82,800

製品保証引当金 21,900 17,700

受注損失引当金 89,500 11,000

その他 715,221 931,671

流動負債合計 4,449,643 4,850,265
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,553,752 1,553,752

退職給付引当金 935,706 937,166

その他 230,710 229,869

固定負債合計 2,720,169 2,720,788

負債合計 7,169,812 7,571,054

純資産の部   

株主資本   

資本金 800,598 800,598

資本剰余金 42,424 42,424

利益剰余金 6,225,665 6,416,612

自己株式 △10,806 △10,806

株主資本合計 7,057,882 7,248,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 409,449 428,079

土地再評価差額金 3,264,084 3,264,084

評価・換算差額等合計 3,673,533 3,692,163

新株予約権 18,348 18,348

純資産合計 10,749,763 10,959,341

負債純資産合計 17,919,576 18,530,395
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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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 2,389,196 2,637,043

売上原価 1,758,023 1,732,594

売上総利益 631,172 904,448

販売費及び一般管理費 430,814 502,377

営業利益 200,358 402,071

営業外収益   

受取利息 496 597

受取配当金 1,260 1,682

その他 3,525 3,733

営業外収益合計 5,282 6,013

営業外費用   

支払利息 2,409 910

租税公課 1,590 3,198

その他 1,443 1,836

営業外費用合計 5,443 5,945

経常利益 200,197 402,139

特別損失   

固定資産処分損 3,082 354

特別損失合計 3,082 354

税引前四半期純利益 197,114 401,784

法人税等 76,000 131,000

四半期純利益 121,114 270,784
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四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。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費 104,855千円 107,539千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月12日

取締役会
普通株式 63,872 4.00 平成26年３月31日 平成26年６月10日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月13日

取締役会
普通株式 79,837 5.00 平成27年３月31日 平成27年６月９日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は舶用機関関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 7円58銭 16円96銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 121,114 270,784

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 121,114 270,784

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,968 15,967

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 7円54銭 16円83銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 100 124

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －
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（重要な後発事象）

（ストックオプションとしての新株予約権の発行）

当社取締役執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、平成27年８月３日

開催の当社取締役会において下記のとおり決議いたしました。

 

（1）新株予約権の総数 19個

（2）新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数

当社取締役６名 19個

（3）新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株

式数」という。）は1,000株とする。

当社が株式分割、又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる

調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付

与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことが

できる。

（4）新株予約権の行使時の払込金額   １株当たり１円

（5）新株予約権の行使期間   平成27年９月19日～平成57年９月18日

（6）新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には

翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは

分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主

総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に

従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるも

のとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の

新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。

（7）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを

切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（8）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

２【その他】

平成27年５月13日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………79,837千円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………５円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成27年６月９日

（注）平成27年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月６日

阪神内燃機工業株式会社

 取 締 役 会 御 中 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木村 幸彦   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢倉 幸裕   印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている阪神内燃機工業
株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第151期事業年度の第１四半期会計期間（平成27年４月１日か
ら平成27年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期財務諸
表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、阪神内燃機工業株式会社の平成27年６月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以 上

 
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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