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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 4,014 ― 119 ― 153 ― 86 ―

20年3月期第3四半期 4,271 2.0 149 △38.8 167 △36.4 87 △39.1

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3四半期 20.27 ―

20年3月期第3四半期 20.55 ―

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3四半期 4,995 2,651 53.1 619.93
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3四半期  2,651百万円 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  有  
 

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 5,812 △3.2 193 1.1 231 7.7 131 6.3 30.63

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） 

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3四半期 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3四半期 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3四半期 4,277,161株 20年3月期第3四半期 4,277,590株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
・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。  
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当第３四半期累計期間における我が国経済は、資源価格の高騰から金融危機による世界経済の減速に

より、企業の業績が急速に悪化し、非常に厳しい状況となってまいりました。金融危機は、公的資金の

注入により回復に向かいそうですが、景気の回復には相当の時間を要するとの判断が多く聞かれます。

当社は期初より、業績確保のため営業活動の活性化に重点を置き業務を進めてまいりましたが、景気

の悪化は想像以上に早く、企業の設備投資環境も悪化、引き合いから受注は減少しつつあり、当事業年

度業績の目標達成は厳しい状況となってまいりました。 

主力製品では、大型強力吸引作業車の増加、複数台数での商談等はありますが、受注は件数・単価共

に低下し、売上も同様の状況であります。 

新製品では、本格的に販売を開始した乾式吸引車「ネオモービル」の今後の展開に注力しておりま

す。また、「ロードリフレッシャー（路面清掃車）」は、ユーザーの要求を満たす機能へと改良し、受

注に向けた活動が進んでおります。 

特殊製品では新たに、「脱水車」・「汚泥固化装置」・「水循環式排水管清掃車」等も受注しており

ます。 

  

当第３四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159百万円減少し、4,995

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加147百万円及びたな卸資産の増加160百万円等は

ありましたが、売上債権の減少450百万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194百万円減少し、2,343百万円となりました。これは主に、短期借

入金の純増加66百万円等はありましたが、仕入債務の減少240百万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35百万円増加し、2,651百万円となりました。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86百万円によるものであります。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

 海外展開では第４四半期会計期間での新たな売上は見込めませんが、インドネシア・タイ等での商談

と共に、翌事業年度のＯＤＡに向けた、ベトナム・バングラデシュでの商談が進展しております。

 業績全般では、売上・利益共に計画を下回る結果となっております。数値につきましては、受注高は

4,409百万円、売上高は4,014百万円となりました。収益面につきましては、営業利益は119百万円、経

常利益は153百万円、四半期純利益は86百万円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態
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当第３四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、238百万円となりました。主に、仕入債務の減少及びたな卸資産の

増加はありましたが、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、106百万円となりました。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、32百万円となりました。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３四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ98百万

円増加し、325百万円となりました。 

  

平成21年３月期の業績予想を修正しております。 

詳細は本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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 最終改正平成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 最終改正平成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３四半期累計期間のリース資産が有形固定資産に

3,279千円、無形固定資産に3,753千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。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況

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
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（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３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

（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３四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2,753千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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 532,707 385,657

受取手形及び売掛金 1,430,041 1,880,324

製品 6,783 16,492

原材料 329,411 318,621

仕掛品 391,607 232,848

繰延税金資産 49,541 64,883

その他 47,106 21,510

貸倒引当金 △2,014 △2,373

流動資産合計 2,785,185 2,917,964

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 481,605 488,296

土地 1,237,328 1,237,328

その他（純額） 163,568 189,001

有形固定資産合計 1,882,503 1,914,626

無形固定資産 7,630 4,755

投資その他の資産   

繰延税金資産 176,553 169,001

その他 177,567 183,483

貸倒引当金 △34,329 △35,143

投資その他の資産合計 319,791 317,342

固定資産合計 2,209,924 2,236,724

資産合計 4,995,110 5,154,689

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

― 5 ―



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,432,224 1,673,184

短期借入金 160,300 107,800

未払法人税等 16,543 28,023

賞与引当金 44,392 79,305

役員賞与引当金 7,767 9,825

製品保証引当金 35,000 40,000

その他 199,008 139,597

流動負債合計 1,895,235 2,077,735

固定負債   

長期借入金 33,000 64,350

退職給付引当金 116,840 110,700

役員退職慰労引当金 292,519 285,535

その他 6,074 －

固定負債合計 448,435 460,585

負債合計 2,343,670 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 1,979,174 1,943,800

自己株式 △1,451 △1,291

株主資本合計 2,647,444 2,612,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,995 4,138

評価・換算差額等合計 3,995 4,138

純資産合計 2,651,439 2,616,368

負債純資産合計 4,995,110 5,154,689
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,014,322

売上原価 3,091,045

割賦販売未実現利益戻入額 5,589

割賦販売未実現利益繰入額 7,103

売上総利益 921,763

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 11,014

役員報酬 112,150

給料 210,557

賞与引当金繰入額 20,587

退職給付費用 6,057

役員賞与引当金繰入額 7,767

役員退職慰労引当金繰入額 18,292

旅費及び交通費 59,536

減価償却費 9,682

研究開発費 21,459

その他 324,918

販売費及び一般管理費合計 802,024

営業利益 119,739

営業外収益  

受取利息 1,853

受取賃貸料 10,395

受取手数料 15,619

その他 7,473

営業外収益合計 35,341

営業外費用  

支払利息 1,823

為替差損 213

その他 6

営業外費用合計 2,043

経常利益 153,036

特別利益  

貸倒引当金戻入額 624

製品保証引当金戻入額 5,000

特別利益合計 5,624

特別損失  

固定資産除却損 22

投資有価証券評価損 5,750

特別損失合計 5,773

税引前四半期純利益 152,887

法人税、住民税及び事業税 57,456

法人税等調整額 8,728

法人税等合計 66,184

四半期純利益 86,703
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,088,240

売上原価 835,370

割賦販売未実現利益戻入額 1,882

割賦販売未実現利益繰入額 7,103

売上総利益 247,649

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 1,465

役員報酬 35,850

給料 68,770

賞与引当金繰入額 20,669

退職給付費用 2,931

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 18,668

減価償却費 2,648

研究開発費 5,335

その他 94,922

販売費及び一般管理費合計 259,748

営業損失（△） △12,099

営業外収益  

受取利息 521

受取賃貸料 3,384

受取手数料 15,619

その他 1,075

営業外収益合計 20,600

営業外費用  

支払利息 597

その他 2

営業外費用合計 599

経常利益 7,902

特別利益  

製品保証引当金戻入額 2,000

特別利益合計 2,000

特別損失  

投資有価証券評価損 500

特別損失合計 500

税引前四半期純利益 9,402

法人税、住民税及び事業税 △11,416

法人税等調整額 20,948

法人税等合計 9,532

四半期純損失（△） △129
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 152,887

減価償却費 94,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,173

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,913

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,057

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,984

受取利息及び受取配当金 △2,521

支払利息 1,823

投資有価証券評価損益（△は益） 5,750

売上債権の増減額（△は増加） 451,096

たな卸資産の増減額（△は増加） △158,072

仕入債務の増減額（△は減少） △222,740

その他 12,305

小計 304,760

利息及び配当金の受取額 2,606

利息の支払額 △1,820

法人税等の支払額 △67,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,205

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 △162,390

定期預金の払戻による収入 114,253

有形固定資産の取得による支出 △59,774

有形固定資産の売却による収入 336

その他 725

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,850

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） 66,000

長期借入金の返済による支出 △44,850

リース債務の返済による支出 △1,303

長期未払金の返済による支出 △1,165

配当金の支払額 △50,963

その他 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,442

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） 98,912

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 325,204
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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３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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) 前四半期損益計算書

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,271,944

Ⅱ 売上原価 3,256,555

  繰延割賦利益戻入 12,418

  売上総利益 1,027,806

Ⅲ 販売費及び一般管理費 878,662

  営業利益 149,144

Ⅳ 営業外収益 20,314

Ⅴ 営業外費用 1,794

  経常利益 167,664

Ⅵ 特別利益 22,471

Ⅶ 特別損失 13,863

  税引前四半期純利益 176,273

  法人税、住民税及び事業税 35,626

  法人税等調整額 52,753

  四半期純利益 87,893
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(2) 前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前四半期純利益 176,273

 ２ 減価償却費 62,186

 ３ 貸倒引当金の減少額 △8,695

 ４ 賞与引当金の減少額 △54,375

 ５ 役員賞与引当金の減少額 △10,855

 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 △6,132

 ８ 役員退職慰労引当金の減少額 △16,020

 ９ 受取利息及び配当金 △4,453

 10 支払利息 1,632

 11 売上債権の減少額 354,076

 12 たな卸資産の増加額 △157,303

 13 仕入債務の増加額 74,185

 14 その他 △10,325

          小計 385,192

 15 利息及び配当金の受取額 1,084

 16 利息の支払額 △1,667

 17 法人税等の支払額 △162,195

   営業活動によるキャッシュ・フロー 222,413

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 △162,376

 ２ 定期預金の払戻による収入 150,049

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △287,108

  ４ 有形固定資産の売却による収入 △4

 ５ その他 7,221

   投資活動によるキャッシュ・フロー △292,218

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 3,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △35,250

 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 △10,141

 ５ 配当金の支払額 △50,940

   財務活動によるキャッシュ・フロー △17,132

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 △86,937

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四半期末残高 303,399
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（生産、受注及び販売の状況） 

当第３四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 2,706,325

汚泥吸引作業車 136,538

定置型吸引機 24,295

高圧洗浄車 443,611

移動式汚泥脱水車 27,362

粉粒体吸引・圧送車 110,846

部品売上 409,604

その他 303,348

合計 4,161,933

(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 2,722,811 912,250

汚泥吸引作業車 167,680 134,580

定置型吸引機 23,130 5,000

高圧洗浄車 399,862 131,200

移動式汚泥脱水車 46,900 46,900

粉粒体吸引・圧送車 142,900 72,000

部品売上 409,604 ─

その他 496,587 277,042

合計 4,409,475 1,578,973
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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。 

 ５ 移動式汚泥脱水車の販売実績はありません。 

  

(3) 販売実績

品目 販売高(千円)

強力吸引作業車 2,684,765

汚泥吸引作業車 82,150

定置型吸引機 26,330

高圧洗浄車 434,022

粉粒体吸引・圧送車 100,900

部品売上 409,604

その他 276,549

合計 4,014,322
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