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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 2,926 ― 131 ― 144 ― 86 ―

20年3月期第2四半期 2,930 △0.8 153 △9.0 166 △9.0 97 △2.3

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

21年3月期第2四半期 20.30 ―

20年3月期第2四半期 22.90 ―

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

21年3月期第2四半期 5,069 2,646 52.2 618.67
20年3月期 5,154 2,616 50.8 611.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,646百万円 20年3月期  2,616百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21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 6,200 3.2 315 64.5 330 53.2 185 50.6 43.41

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  無  

(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、３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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
・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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界
経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  4,280,000株 20年3月期  4,280,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,978株 20年3月期  2,560株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  4,277,231株 20年3月期第2四半期  4,277,590株
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、資源価格の高騰により企業の収益力は低下、設備投資

の縮小、内需の下落、輸出は鈍化と景気後退局面に入ったと報じられるようになりました。 

このような状況の中で、当社は期初より営業活動の活性化に重点を置き、新製品・特殊製品の拡販、

海外展開に注力し業務を進めてまいりました。 

この結果、新製品では「ロードリフレッシャー（路面清掃車）」がデモ等で良い評価を得ており、特

殊製品では「排水ポンプ車」・「トンネル洗浄水処理車」・「水循環式排水管清掃車」等の受注または

納入に向けた活動が進んでおります。また、海外展開では当第２四半期累計期間にて、強力吸引作業車

を主に９台142百万円の売上があり、引き続き受注活動も進んでおります。 

業績全般では、景気減速の状況下、受注は減少の傾向にあり、主力製品の販売価格低下も懸念してお

ります。売上は計画を若干上回っておりますが、新製品・特殊製品・海外への販売が重要度を増してお

ります。利益では、計画より減少しておりますが、原材料価格上昇分の販売価格への転嫁が進まず、更

なる原価低減に向けた計画を進めております。 

業績の数値につきましては、受注高は2,886百万円、売上高は2,926百万円となりました。収益面につ

きましては、営業利益は131百万円、経常利益は144百万円、四半期純利益は86百万円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の財政状態は、総資産は、前事業年度末残高に比べ85百万円減少し、5,069

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加129百万円等はありましたが、売上債権の減少

173百万円及びたな卸資産の減少35百万円等によるものであります。 

負債は、前事業年度末残高に比べ114百万円減少し、2,423百万円となりました。これは主に、未払法

人税等の増加42百万円等はありましたが、仕入債務の減少167百万円等によるものであります。 

純資産は、前事業年度末残高に比べ29百万円増加し、2,646百万円となりました。これは主に、剰余

金の配当51百万円等はありましたが、四半期純利益の計上86百万円等によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりです。 

営業活動の結果得られた資金は、216百万円となりました。主に、仕入債務の減少はありましたが、

売上債権の減少及び税引前四半期純利益を計上できたことによるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、91百万円となりました。主に、定期預金の払戻による収入はありま

したが、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、43百万円となりました。主に、短期借入金の純増加はありました

が、配当金の支払い及び長期借入金の返済によるものであります。 

従いまして、現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ81百万

円増加し、308百万円となりました。 

  

【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

(1) 財政状態

(2) キャッシュ・フローの状況
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業績予想につきましては、平成20年５月16日の平成20年３月期決算発表時の予想を変更しておりませ

ん。 

日本経済は後退局面に入り、景気の回復は翌事業年度であろうとの推測もなされており、当事業年度末

に向けて厳しい状況が続くと予想されます。 

当社では引き続き主力製品の“受注確保”と共に、新製品・特殊製品・海外向けの受注・売上増加に取

り組んでまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

（四半期財務諸表に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日  企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期間

から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上し

ております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期累計期間のリース資産が有形固定資産に

3,472千円、無形固定資産に3,974千円計上されておりますが、損益に与える影響はありません。 

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号）を適用しております。 

なお、この変更により当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

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

― 3 ―

兼松エンジニアリング㈱（6402）平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)

― 3 ―



（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社の機械装置については、従来、耐用年数を２～17年としておりましたが、法人税法の改正を機

に、経済的耐用年数を見直した結果、第１四半期会計期間から一部の資産について５～９年に変更して

おります。 

なお、この変更により従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利

益及び税引前四半期純利益が2,386千円減少しております。 
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 514,971 385,657 

受取手形及び売掛金 1,707,023 1,880,324 

製品 4,483 16,492 

原材料 326,945 318,621 

仕掛品 201,526 232,848 

繰延税金資産 75,523 64,883 

その他 33,364 21,510 

貸倒引当金 △1,431 △2,373 

流動資産合計 2,862,407 2,917,964 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 473,619 488,296 

土地 1,237,328 1,237,328 

その他（純額） 178,460 189,001 

有形固定資産合計 1,889,409 1,914,626 

無形固定資産 7,879 4,755 

投資その他の資産 

繰延税金資産 171,492 169,001 

その他 172,798 183,483 

貸倒引当金 △34,299 △35,143 

投資その他の資産合計 309,992 317,342 

固定資産合計 2,207,280 2,236,724 

資産合計 5,069,687 5,154,689 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,505,342 1,673,184 

短期借入金 141,800 107,800 

未払法人税等 70,722 28,023 

賞与引当金 88,784 79,305 

役員賞与引当金 5,377 9,825 

製品保証引当金 37,000 40,000 

その他 131,343 139,597 

流動負債合計 1,980,369 2,077,735 

固定負債 

長期借入金 39,450 64,350 

退職給付引当金 111,059 110,700 

役員退職慰労引当金 286,422 285,535 

その他 6,313 － 

固定負債合計 443,244 460,585 

負債合計 2,423,613 2,538,321 

純資産の部 

株主資本 

資本金 313,700 313,700 

資本剰余金 356,021 356,021 

利益剰余金 1,979,303 1,943,800 

自己株式 △1,451 △1,291 

株主資本合計 2,647,573 2,612,230 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,499 4,138 

評価・換算差額等合計 △1,499 4,138 

純資産合計 2,646,074 2,616,368 

負債純資産合計 5,069,687 5,154,689 
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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） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,926,082 

売上原価 2,255,420 

割賦販売未実現利益戻入額 3,707 

売上総利益 674,369 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 9,548 

役員報酬 76,300 

給料 141,787 

賞与引当金繰入額 41,477 

退職給付費用 3,125 

役員賞与引当金繰入額 5,377 

役員退職慰労引当金繰入額 12,195 

旅費及び交通費 40,868 

減価償却費 7,034 

研究開発費 16,124 

その他 189,304 

販売費及び一般管理費合計 543,142 

営業利益 131,226 

営業外収益 

受取利息 1,332 

受取賃貸料 7,010 

その他 6,419 

営業外収益合計 14,762 

営業外費用 

支払利息 1,226 

為替差損 235 

その他 4 

営業外費用合計 1,466 

経常利益 144,522 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,236 

製品保証引当金戻入額 3,000 

特別利益合計 4,236 

特別損失 

固定資産除却損 22 

投資有価証券評価損 5,250 

特別損失合計 5,273 

税引前四半期純利益 143,485 

法人税、住民税及び事業税 68,872 

法人税等調整額 △12,220 

法人税等合計 56,652 

四半期純利益 86,832 
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,542,364 

売上原価 1,172,638 

割賦販売未実現利益戻入額 1,663 

売上総利益 371,389 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 363 

役員報酬 37,000 

給料 67,969 

賞与引当金繰入額 17,618 

退職給付費用 718 

役員賞与引当金繰入額 2,390 

役員退職慰労引当金繰入額 6,097 

旅費及び交通費 21,392 

減価償却費 3,162 

研究開発費 7,540 

その他 94,133 

販売費及び一般管理費合計 258,385 

営業利益 113,004 

営業外収益 

受取利息 573 

受取賃貸料 3,449 

その他 1,465 

営業外収益合計 5,488 

営業外費用 

支払利息 654 

その他 2 

営業外費用合計 657 

経常利益 117,835 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 57 

製品保証引当金戻入額 1,000 

特別利益合計 1,057 

特別損失 

投資有価証券評価損 1,050 

特別損失合計 1,050 

税引前四半期純利益 117,843 

法人税、住民税及び事業税 63,287 

法人税等調整額 △21,650 

法人税等合計 41,636 

四半期純利益 76,206 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 143,485 

減価償却費 62,541 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,785 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,479 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,447 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 358 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 886 

受取利息及び受取配当金 △1,850 

支払利息 1,226 

投資有価証券評価損益（△は益） 5,250 

売上債権の増減額（△は増加） 174,144 

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,722 

仕入債務の増減額（△は減少） △157,562 

その他 △22,654 

小計 243,796 

利息及び配当金の受取額 832 

利息の支払額 △1,214 

法人税等の支払額 △26,535 

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,878 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △110,390 

定期預金の払戻による収入 63,021 

有形固定資産の取得による支出 △44,682 

有形固定資産の売却による収入 336 

その他 609 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,106 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 39,000 

長期借入金の返済による支出 △29,900 

リース債務の返済による支出 △868 

長期未払金の返済による支出 △1,165 

配当金の支払額 △50,733 

その他 △160 

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,827 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,944 

現金及び現金同等物の期首残高 226,292 

現金及び現金同等物の四半期末残高 308,237 
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第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 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
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,930,877

Ⅱ 売上原価 2,204,366

  繰延割賦利益戻入 8,994

  売上総利益 735,505

Ⅲ 販売費及び一般管理費 582,225

  営業利益 153,280

Ⅳ 営業外収益 14,131

Ⅴ 営業外費用 1,317

  経常利益 166,093

Ⅵ 特別利益 21,077

Ⅶ 特別損失 12,365

  税引前中間純利益 174,805

  法人税、住民税及び事業税 55,205

  法人税等調整額 21,650

  中間純利益 97,949
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純利益 174,805

 ２ 減価償却費 33,168

 ３ 貸倒引当金の減少額 △7,300

 ４ 賞与引当金の減少額 △8,290

 ５ 役員賞与引当金の減少額 △14,130

 ６ 製品保証引当金の減少額 △15,000

 ７ 退職給付引当金の減少額 △2,742

 ８ 役員退職慰労引当金の減少額 △22,405

 ９ 受取利息及び配当金 △3,245

 10 支払利息 1,059

 11 売上債権の減少額 114,673

 12 たな卸資産の増加額 △32,362

 13 仕入債務の減少額 △26,953

 14 その他 △14,660

          小計 176,615

 15 利息及び配当金の受取額 688

 16 利息の支払額 △1,027

 17 法人税等の支払額 △107,042

   営業活動によるキャッシュ・フロー 69,234

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △111,376

 ２ 定期預金の払戻による収入 98,966

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △145,363

 ４ その他 △2,526

   投資活動によるキャッシュ・フロー △160,299

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純減少額 △93,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △20,300

 ３ 長期借入れによる収入 76,200

 ４ その他の有利子負債の返済による支出 △6,755

 ５ 配当金の支払額 △50,858

   財務活動によるキャッシュ・フロー △94,713

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △185,778

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 390,336

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 204,558

― 12 ―

兼松エンジニアリング㈱（6402）平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)

― 12 ―



（生産、受注及び販売の状況） 

当第２四半期累計期間における生産実績、受注実績及び販売実績を製品の品目ごとに示すと、次のとお

りであります。 

  

  

 
(注) １ 生産高は、販売価格によるとともに、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、上記品目に属さない製品、デモ車の生産等が主なものであります。 

  

  

 
(注) １ 受注高及び受注残高は、販売価格によるとともに、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、上記品目に属さない製品、デモ車・中古車の販売及び修理改造等が主なものであります。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

品目 生産高(千円)

強力吸引作業車 2,013,731

汚泥吸引作業車 57,645

定置型吸引機 13,709

高圧洗浄車 329,915

粉粒体吸引・圧送車 77,430

部品売上 267,083

その他 106,479

合計 2,865,995

(2) 受注実績

品目 受注高(千円) 受注残高(千円)

強力吸引作業車 1,846,623 680,308

汚泥吸引作業車 139,350 115,950

定置型吸引機 20,330 13,600

高圧洗浄車 291,762 123,870

粉粒体吸引・圧送車 70,900 32,500

部品売上 267,083 ─

その他 250,126 177,684

合計 2,886,175 1,143,913
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(注) １ 販売高には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他は、上記品目に属さない製品、デモ車・中古車の販売及び修理改造等が主なものであります。 

３ 主な輸出先及び輸出高並びにその割合等は、輸出高が総販売実績の10％未満であるため、記載を省略してお

ります。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、いずれも総販売実績の10％未満で

あるため、記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績

品目 販売高(千円)

強力吸引作業車 2,040,519

汚泥吸引作業車 72,450

定置型吸引機 14,930

高圧洗浄車 333,252

粉粒体吸引・圧送車 68,400

部品売上 267,083

その他 129,446

合計 2,926,082
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