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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 5,823 △3.0 207 8.4 248 15.2 133 8.4
20年3月期 6,005 0.3 191 △45.3 215 △43.5 123 △41.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 31.24 ― 5.0 4.8 3.6
20年3月期 28.83 ― 4.8 4.1 3.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 5,102 2,692 52.8 629.48
20年3月期 5,154 2,616 50.8 611.67

（参考） 自己資本  21年3月期  2,692百万円 20年3月期  2,616百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 337 △69 △104 389
20年3月期 200 △281 △83 226

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 51 41.6 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 51 38.4 1.9

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 12.00 12.00 29.3

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

2,363 △19.2 △18 ― △9 ― △7 ― △1.79

通期 5,600 △3.8 232 12.0 250 0.8 175 31.2 40.97
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、26ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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 2,978株 20年3月期 2,560株

※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、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、５ページを参照してください。 
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当事業年度における我が国経済は、米国発のサブプライム問題に端を発する世界的金融危機から、

急速に未曾有と言われる大不況に陥りました。 

当社は、「中期経営計画（３ケ年）」の中間期でありましたが、期初より非常に厳しい状況が予想

され、営業活動の活性化に重点を置き、新製品・特殊製品の拡販、海外展開等に注力してまいりまし

た。しかし、第２四半期会計期間より引き合いは減少の傾向となり、第３四半期会計期間以降は設備

投資の縮小が顕著になり、他社との競合、価格競争も厳しさを増してきました。 

このような状況の中で、主力製品である強力吸引作業車・高圧洗浄車は、“受注第１”で活動し期

初の計画に近い売上を確保することができました。しかし、新製品・特殊製品は顧客の設備投資計画

の凍結等により計画を大きく下回る売上となりました。特に当事業年度注力し開発・販売活動を行っ

た、「路面清掃車」・「有機性廃水処理装置」は受注・売上には至りませんでした。また、海外（輸

出）展開ではＯＤＡ主体となりますが、計画を上回る売上となり、当社独自の販売ルートとなる中

国・インドネシアでの継続的な販売にも目処が立ちました。 

この結果、受注・売上は前事業年度を下回りましたが、利益では原価（原材料・加工費等）・販管

費等の低減対策により前事業年度を上回ることができました。 

業績（数値）につきましては、前事業年度に比べ受注高は492百万円減の5,339百万円（前期比

8.4％減）、売上高は181百万円減の5,823百万円（前期比3.0％減）となりました。収益面につきまし

ては、営業利益が16百万円増の207百万円（前期比8.4％増）、経常利益が32百万円増の248百万円

（前期比15.2％増）、当期純利益は10百万円増の133百万円（前期比8.4％増）と前事業年度に比べ減

収増益となりました。  

なお、製品の品目別の業績については、次のとおりであります。 

景気の悪化により、受注・売上ともに前事業年度より減少し、翌事業年度への受注残も大きく減

少しております。 

業績は前事業年度に比べ受注高は462百万円減の3,254百万円（前期比12.4％減）、売上高は210

百万円減の3,670百万円（前期比5.4％減）となりました。受注残高は416百万円減の458百万円（前

期比47.6％減）となっております。 

小規模市場ではありますが、強力吸引作業車と同様に、受注・受注残は前事業年度より減少して

おりますが、売上は前事業年度の受注繰越残により増加しております。 

業績は前事業年度に比べ受注高は18百万円減の174百万円（前期比9.5％減）、売上高は30百万円

増の217百万円（前期比16.3％増）となりましたが、受注残高は42百万円減の６百万円（前期比

86.3％減）と大きく減少しております。 

価格競争が厳しく、前事業年度と同様の状況であります。 

業績は前事業年度に比べ受注高は０百万円増の26百万円（前期比3.0％増）、売上高は５百万円

減の34百万円（前期比13.9％減）となりました。当事業年度末の受注残高はありません。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当事業年度の経営成績

（ア）強力吸引作業車

（イ）汚泥吸引作業車

（ウ）定置型吸引機
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前事業年度と同様に下水道整備の予算は減少の傾向にあり、ユーザーの設備投資意欲も低下し、

受注・受注残は前事業年度に比べ減少しています。 

業績は前事業年度に比べ受注高は125百万円減の549百万円（前期比18.5％減）、売上高は１百万

円増の604百万円（前期比0.2％増）となっておりますが、受注残高は55百万円減の109百万円（前

期比33.5％減）と大きく減少しました。 

移動式汚泥脱水車では、トンネル洗浄水処理車が受注・売上となり46百万円を計上しておりま

す。 

定置式脱水機は受注・売上ともにありません。 

主に製鉄・製鋼所関係での引き合い増加により、前事業年度に比べ受注・売上ともに大きく増加

しております。 

業績は前事業年度に比べ受注高は89百万円増の179百万円（前期比99.9％増）、売上高は76百万

円増の172百万円（前期比79.2％増）、受注残高も７百万円増の37百万円（前期比23.3％増）とな

っております。 

部品は堅調に販売され、受注・売上高ともに前事業年度に比べ12百万円増の535百万円（前期比

2.4％増）となりました。 

その他は、上記に属さない製品、デモ車・中古車の販売及び修理改造等であります。当事業年度

は中古車・デモ車の売上は増加しておりますが、その他の製品の売上が大きく減少しております。

業績は前事業年度に比べ受注高は23百万円減の571百万円（前期比3.9％減）、売上高も95百万円

減の540百万円（前期比15.0％減）、受注残高は30百万円増の87百万円（前期比53.9％増）となり

ました。 

  

（エ）高圧洗浄車

（オ）脱水関係

（カ) 粉粒体吸引・圧送車

（キ）部品売上

（ク）その他

兼松エンジニアリング㈱（6402）平成21年3月期決算短信(非連結)

― 4 ―



翌事業年度の日本経済は、世界経済の底入れが見えない中、当事業年度以上の厳しい状況が続くと

予想されます。 

当社の関連する環境関係の事業も、公共工事の予算削減、製鉄・製鋼・造船業等での投資予算の削

減により同様の状況が予想されます。 

翌事業年度は「中期経営計画（３ケ年）」の最終期となりますが、当事業年度の受注残は少なく売

上は減少すると予想されます。「リメイク～チャンス」をスローガンに業績の確保に努めてまいりま

す。 

従来、営業本部は主力製品・特殊製品の営業活動を行っていたが、翌事業年度より主力製品を主

体に活動し、業界でのシェアを確保する。  

開発本部は技術員を増加し技術本部と改組、特殊製品の開発から設計、営業活動、アフターサー

ビス迄を行う体制とする。 

営業本部に属していた海外課を技術本部に移動するとともに増員し、各種引き合い等により早く

対応できる体制とする。 

原材料価格は徐々に低下する傾向にありますが、低下した製品価格のアップは困難であると思わ

れます。従いまして購買体制から、設計～組立迄の業務の見直しを進め原価低減を図ります。 

 
（製品別売上計画） 

 
  

② 翌事業年度の見通し

[1] 売上の確保

 ■主力製品（強力吸引作業車・高圧洗浄車）

 ■特殊製品（新製品・開発製品）

 ■海外（輸出）

[2] 利益の確保（原価低減）

[3] 売上・利益計画

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

計 画 22年３月期 5,600 232 250 175

実 績 21年３月期 5,823 207 248 133

22年３月期（計画）
（百万円）

21年３月期（実績）
（百万円）

増減
（百万円）

主力製品 4,180 4,241 △60

特殊製品 500 578 △78

海外 200 150 50

その他 220 317 △97

部品売上 500 535 △35

合  計 5,600 5,823 △223
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総資産は、前事業年度末に比べ51百万円減少し、5,102百万円となりました。これは主に、売上債

権の回収による減少85百万円に伴い、現金及び預金が143百万円増加しましたが、棚卸資産の減少78

百万円及び有形固定資産の減少49百万円等によるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べ127百万円減少し、2,410百万円となりました。これは主に、未払法人

税等の増加70百万円等はありましたが、仕入債務の減少219百万円等によるものであります。 

純資産は、前事業年度末に比べ75百万円増加し、2,692百万円となりました。これは主に、剰余金

の配当51百万円等はありましたが、当期純利益133百万円を計上できたことによるものであります。 

  

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ162百万円増加し、389百万円

（前期比72.0％増）となりました。 

当事業年度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あります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度に比べ136百万円増加し、337百万

円（前期比67.8％増）となりました。これは主に、税引前当期純利益247百万円及び減価償却費127百

万円等はありましたが、仕入債務の減少203百万円及び法人税等の支払い67百万円等があったことに

よるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ211百万円減少し、69百万

円（前期比75.1％減）となりました。これは主に、定期預金の満期による払戻の収入284百万円等は

ありましたが、定期預金の預入264百万円、従業員用駐車場取得等、有形固定資産の取得による支出

が90百万円となったこと等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ21百万円増加し、104百万

円（前期比25.3％増）となりました。これは主に、長期借入金の返済59百万円及び配当金の支払い51

百万円等によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況に関する分析

② キャッシュ・フローの状況に関する分析
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(注) 自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

２ キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 

３ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてい

ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

［基本方針］ 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しており、経営基盤の充実と

ともに自己資本利益率の向上に努め、安定的な配当の継続を行うことを基本方針としております。 

［当事業年度の配当］ 

 当事業年度の業績は、経常利益・当期純利益ともに前事業年度に比べ増加しておりますが、総合的

に判断した結果、期末配当金は従来予想通りの１株当たり12円と致しました。 

［翌事業年度の配当］ 

 翌事業年度の業績予想、利益剰余金の額、配当性向等を勘案し、１株当たり年間配当金は期末配当

金として12円を予想しております。 

  

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 45.2 47.5 48.2 50.8 52.8

時価ベースの自己資本
比率（％）

40.2 47.1 41.8 28.9 32.4

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（年）

0.9 0.6 0.7 0.9 0.4

インタレスト・カバレ
ッジ・レシオ（倍）

120.4 125.1 145.2 82.2 147.8

(3) 利益配分に関する基本方針及び当事業年度・翌事業年度の配当
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関す

る事項は、本資料の発表日現在において当社が判断したものであります。 

当社売上の一部には、債務保証によるリース又は割賦販売があり、顧客滞納時、当社に支払いの義

務が生じます。 

当社は、製品の生産に当たり受注生産を原則としております。従いまして、見込・大量生産品との

競合では納期・価格面で不利になることがあります。また、原材料の大量発注ができないため、値上

がり等への対応が困難であります。 

当社製品の短納期対応を図るため、シャーシ（車台）については販売先から注文書を入手する（受

注）前に、当社の需要予測に基づき先行手配することがあります。このシャーシが受注に至らず未使

用となった場合には、長期在庫となる可能性があります。 

当社製品、強力吸引作業車に使用している吸引用ポンプは、その大部分を特定のメーカーに発注し

ております。当社独自の仕様のポンプとするためであります。また、高圧洗浄車では主力製品のポン

プを海外より輸入しておりますが、徐々に国産品への転換を進めております。 

当社では、製品の部品製作を地元の外注先に委託しております。しかし外注先では従業員の高齢

化、若者の就業減少が進んでおり、事業の継続に懸念を感じる所も現れております。 

また、品質向上のための設備投資等も充分に進まず、県外発注を重視する生産体制への移行も考慮

する必要があります。 

高知県では近い将来、土佐湾沖にて発生すると言われる南海地震が懸念されております。発生した

場合、生産設備の被害による販売への影響、修復のための多額の費用が生ずる可能性があります。 

当社での海外向け販売は、ＯＤＡによるものが主でありますが、直接取引の引き合いも増加しつつ

あります。為替の変動、外国企業への与信、製品の模倣（知的所有権の侵害）等海外取引でのリスク

が大きくなります。 

  

(4) 事業等のリスク

① 特有の取引慣行に基づく取引に関する損害

② 会社がとっている特有の生産体制

③ 会社がとっている特有の仕入形態

④ 特定の仕入先からの仕入の集中

⑤ 外注先の事業状況

⑥ 自然災害のリスク

⑦ 海外取引
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当社は、主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造販売を行って

おります。強力吸引作業車は、道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等各種産業

廃棄物の吸引回収に利用されております。高圧洗浄車は、下水道管、側溝、タンク、熱交換器等の洗浄作

業に利用されております。また、汚泥脱水機・減容機は、中間処理場での汚泥の脱水、減容化に利用され

ております。 

事業の系統図及び概要は、次のとおりであります。 

  

 

  

① 当社は、環境整備機器の開発、設計、組立、検査、販売を行っております。なお、製品の部品製作に

ついては、外注先に委託し、その委託管理は当社の生産本部生産管理部が担当しております。 

② 特定の外注先には、高圧洗浄車の組立及び製品の塗装を委託しております。高圧洗浄車の組立先及び

製品の塗装先２社は、当社の所有する工場にて作業を行っております。 

③ 製品のアフターサービスは、全国に配置した支店・営業所の技術サービス員と当社指定サービス工場

が行い、本社技術サービス員「ロードマン」がその指導・調整・管理に当たり、統括管理は本社品質

管理部が行っております。なお、当社と指定サービス工場は、サービス業務の円滑な運営及び当社製

品の販売に関する情報交換等を図る目的で「Ｋ＆Ｅ共栄会」を組織しております。 

④ 国内での輸出向け販売は、ＯＤＡによるものが主であり、特定のメーカー及び専門商社に行っており

ます。また、当社の行う輸出販売は、主に現地の商社・架装メーカーを経由しております。 

  

2. 企業集団の状況
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当社の経営理念は、「自社製品の公共性を自覚し、技術を通じ、社会の繁栄に奉仕します。」、「社

会のニーズに応ずるため、技術の練磨と研究開発に努力します。」、「お互ひに切瑳琢磨し、人間性の

向上につとめ、常に前進を目指しいつもなにかを考えます。」の３つとしております。また、エンジニ

アリング、技術主体の企業でありたいという思いから「技術の兼松」をスローガンに、技術中心の会社

運営を行っております。 

  

財務面では総資産回転率及び利益率を高め、自己資本比率50％超の維持、自己資本当期純利益率

（ＲＯＥ）10％超、総資産経常利益率（ＲＯＡ）８％超の早期実現に向け、取り組んでいきたいと考

えております。 

 
当事業年度、総資産は減少しましたが、株主資本及び営業利益を始めとする収益の増加により、各

指標も改善されております。 

  

当社は創業以来、環境整備機器、特に産業廃棄物処理機器の開発・設計・製造・販売を行ってまい

りました。その結果、強力吸引作業車・高圧洗浄車では高いシェアを占めるようになりました。今後

は更に製品の幅を広げ「環境整備機器の総合メーカー」を目指してまいります。 

その指標として 

① 業界での顧客信頼度“ナンバー１”企業となる。 

当社の製品は、一品一品受注生産であり、“ユーザーニーズの満足”を受注から納入、アフター

サービスまでの基盤として、愛され、信頼される企業となる。 

② 独自の営業力・開発力・技術力・生産力を創る。 

今後の企業活動は、強力吸引作業車・高圧洗浄車を主とした、一品一品の製品対応から、システ

ム（プラント）、従来にない製品、海外（輸出）への対応が増加してくる。対処できる企業へと

変革を図る。 

③ 企業価値の向上 

上記の結果として、売上高・利益を伸ばしランクアップした株式市場を目指す。 

を掲げております。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

［目標とする経営指標］

［達成状況］

目標 20年３月期末（％） 21年３月期末（％） 増減（％）

自己資本比率 50％超 50.8 52.8 2.0

ＲＯＥ 10％超 4.8 5.0 0.2

ＲＯＡ ８％超 4.1 4.8 0.7

(3) 中長期的な会社の経営戦略

［中長期的な経営戦略］
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［進捗状況］ 

① 顧客ニーズを満足するための受注生産体制は、より良い形態へと改善を進めており、主力製品で

ある強力吸引作業車・高圧洗浄車は業界で高いシェアを占めています。アフターサービス体制も

全国展開の支店・営業所に技術サービス員を置き、当社の指定サービス工場（Ｋ＆Ｅ共栄会）22

社とともにレベルアップを図っております。 

② 当事業年度は、営業本部に「営業企画部」を設け、システム・従来にない製品、海外に向け下記

の活動を行いました。 

 ［システム・従来にない製品］ 

システム（プラント）関係では、「有機性廃水処理システム」を前事業年度に販売し、引き続き

システムの改良、営業活動を進めております。 

従来にない製品では、吸引・洗浄・濾過技術を合体した「路面清掃車」の製品化の目処がたち、

販売活動を展開しております。また、共同開発を進めてきた「水循環式排水管清掃車」も数台が

採用され今後の拡販が期待できます。 

 ［海外（輸出）］ 

ＯＤＡ関係では、従来通り進めておりますが、当社独自の販売ルート開拓では、中国・インドネ

シアの架装メーカーに車体を除く当社製品を輸出し、現地にて最終組立を行うプロジェクトがス

タートしております。 

③ ランクアップした株式市場に向けては、まだまだ売上高・利益ともに不足しております。 

  

当事業年度は「中期経営計画（３ケ年）」の中間期でしたが、世界的な経済危機から日本も大不況と

なり、当社業績も充分な成果を挙げることができませんでした。 

翌事業年度では、更なる技術開発・市場開拓に向けた体制を整え「環境整備機器の総合メーカー」を

目指し、下記の課題に取り組んでまいります。 

［製品関係］ 

① 主力製品のレベルアップ 

高いシェアを確保し、拡販を行っていくために、製品の品質・性能をより高め、更なるユーザー

満足を図る。（低騒音化・高機能化） 

② 循環型社会に対応した製品の開発 

開発を進めてきた汚泥／汚水処理機・路面清掃車を市場に出し、評価を受け、次の開発・拡販に

つなげる。 

③ 製品の海外進出 

「営業企画部 海外課」は、技術をベースにより本格的に海外進出を図るため「技術本部 海外

課」と改組し、ＯＤＡへの対応とともに東南アジアを中心に「売れる製品」を創り出す。 

④ アフターサービス体制の強化 

新たに営業本部に「ロードマン」組織を設け、当社指定サービス工場である「Ｋ＆Ｅ共栄会」と

ともに、「迅速・予防保全」を目的とした巡回技術サービス体制を構築する。 

(4) 会社の対処すべき課題
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［業務・システム関係］ 

① コストダウン 

・購買体制を再構築し、原価低減を進める 

・主力製品の標準化及び特別仕様処理システムの活用 

② 内部統制の充実 

・ＩＴ関係を中心としたセキュリティシステムの充実 

・「財務報告に係る内部統制」の見直し・レベルアップ 

③ 設備の充実 

・塗装工場の本格的稼働（塗装技術・外注管理レベルのアップ） 

［組織関係］ 

① 営業体制 

・支店・営業所をグループ化し、情報の共有・営業活動の効率化を進める 

・営業本部 東日本支社東京支店に営業企画を行う課を新設し、全社的・戦略的営業活動を推進

する 

② 人材育成 

当社の次世代を担う人材を育てる。そのためには、各人の専門性を高め、高度な資格・技術を取

得する。 

・若手技術者教育の充実 
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4. 【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 385,657 528,663

受取手形 645,063 661,543

売掛金 1,235,260 1,133,492

製品 16,492 －

商品及び製品 － 53,157

原材料 318,621 －

仕掛品 232,848 130,460

貯蔵品 3,666 －

原材料及び貯蔵品 － 309,263

前渡金 733 5,064

前払費用 13,296 7,401

繰延税金資産 64,883 90,538

その他 3,813 6,107

貸倒引当金 △2,373 △1,774

流動資産合計 2,917,964 2,923,919

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,176,408 1,200,679

減価償却累計額 △688,112 △725,729

建物（純額） 488,296 474,949

構築物 41,394 44,810

減価償却累計額 △27,238 △29,167

構築物（純額） 14,155 15,642

機械及び装置 306,034 307,298

減価償却累計額 △203,099 △232,275

機械及び装置（純額） 102,935 75,023

車両運搬具 152,917 116,271

減価償却累計額 △93,584 △87,074

車両運搬具（純額） 59,332 29,196

工具、器具及び備品 99,527 99,999

減価償却累計額 △88,805 △92,457

工具、器具及び備品（純額） 10,721 7,541

土地 1,237,328 1,259,879

リース資産 － 3,858

減価償却累計額 － △771

リース資産（純額） － 3,086

建設仮勘定 1,855 －

有形固定資産合計 1,914,626 1,865,320
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,031 391

電話加入権 3,724 3,724

リース資産 － 3,532

無形固定資産合計 4,755 7,648

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  46,328 ※1  33,350

出資金 80,223 81,408

長期貸付金 402 －

破産更生債権等 2,842 2,028

長期前払費用 1,397 1,639

繰延税金資産 169,001 168,941

長期未収入金 32,301 32,301

敷金 12,400 12,912

預け金 290 269

保険積立金 7,298 7,299

貸倒引当金 △35,143 △34,329

投資その他の資産合計 317,342 305,820

固定資産合計 2,236,724 2,178,789

資産合計 5,154,689 5,102,709
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,262,794 1,057,404

買掛金 410,389 396,638

短期借入金 ※3  48,000 ※3  57,000

1年内返済予定の長期借入金 59,800 36,150

リース債務 － 1,737

未払金 34,711 42,649

未払費用 41,013 43,950

未払法人税等 28,023 98,718

未払消費税等 27,588 54,444

預り金 7,830 7,694

前受金 13,800 2,206

前受収益 2,216 1,609

賞与引当金 79,305 98,596

役員賞与引当金 9,825 11,950

製品保証引当金 40,000 36,000

割賦利益繰延 9,363 8,797

その他 3,073 3,091

流動負債合計 2,077,735 1,958,640

固定負債   

長期借入金 64,350 28,200

リース債務 － 5,212

長期未払金 － 351

退職給付引当金 110,700 119,401

役員退職慰労引当金 285,535 298,617

固定負債合計 460,585 451,782

負債合計 2,538,321 2,410,422
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 313,700 313,700

資本剰余金   

資本準備金 356,021 356,021

資本剰余金合計 356,021 356,021

利益剰余金   

利益準備金 49,625 49,625

その他利益剰余金   

別途積立金 1,400,000 1,400,000

繰越利益剰余金 494,175 576,454

利益剰余金合計 1,943,800 2,026,079

自己株式 △1,291 △1,451

株主資本合計 2,612,230 2,694,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,138 △2,062

評価・換算差額等合計 4,138 △2,062

純資産合計 2,616,368 2,692,286

負債純資産合計 5,154,689 5,102,709
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,005,132 5,823,495

売上原価   

製品期首たな卸高 4,893 16,492

当期製品製造原価 ※2  4,692,804 ※2  4,586,875

合計 4,697,698 4,603,368

製品期末たな卸高 16,492 53,157

売上原価合計 4,681,205 ※1  4,550,210

差引売上総利益 1,323,927 1,273,285

割賦販売未実現利益戻入額 14,679 7,664

割賦販売未実現利益繰入額 － 7,099

売上総利益 1,338,606 1,273,850

販売費及び一般管理費   

販売手数料 1,500 1,200

運賃及び荷造費 41,773 40,871

広告宣伝費 8,189 11,916

役員報酬 168,240 148,000

給料及び手当 285,590 276,936

賞与引当金繰入額 37,702 44,944

役員賞与引当金繰入額 9,825 11,950

退職給付費用 10,187 6,375

役員退職慰労引当金繰入額 25,540 24,390

法定福利費 58,783 59,587

貸倒引当金繰入額 1,602 －

研究開発費 ※2  17,393 ※2  27,382

交際費 20,324 16,644

旅費及び交通費 91,234 77,813

地代家賃 52,934 51,164

減価償却費 26,014 12,762

その他 290,238 254,226

販売費及び一般管理費合計 1,147,072 1,066,164

営業利益 191,534 207,686
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4,804 2,725

受取手数料 497 17,206

受取賃貸料 13,015 13,778

その他 8,540 8,982

営業外収益合計 26,857 42,692

営業外費用   

支払利息 2,428 2,337

長期前払費用償却 575 －

その他 14 7

営業外費用合計 3,018 2,345

経常利益 215,373 248,033

特別利益   

固定資産売却益 ※3  874 －

貸倒引当金戻入額 4,252 864

製品保証引当金戻入額 24,000 4,000

特別利益合計 29,126 4,864

特別損失   

固定資産売却損 ※4  960 －

固定資産除却損 ※5  689 ※5  369

投資有価証券評価損 13,497 5,375

特別損失合計 15,147 5,744

税引前当期純利益 229,352 247,153

法人税、住民税及び事業税 80,378 137,738

法人税等調整額 25,672 △24,193

法人税等合計 106,051 113,544

当期純利益 123,301 133,608
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 313,700 313,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 313,700 313,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 356,021 356,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 356,021 356,021

資本剰余金合計   

前期末残高 356,021 356,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 356,021 356,021

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 49,625 49,625

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,625 49,625

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,400,000 1,400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,400,000 1,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 422,204 494,175

当期変動額   

剰余金の配当 △51,331 △51,329

当期純利益 123,301 133,608

当期変動額合計 71,970 82,279

当期末残高 494,175 576,454

利益剰余金合計   

前期末残高 1,871,829 1,943,800

当期変動額   

剰余金の配当 △51,331 △51,329

当期純利益 123,301 133,608

当期変動額合計 71,970 82,279

当期末残高 1,943,800 2,026,079
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,237 △1,291

当期変動額   

自己株式の取得 △54 △160

当期変動額合計 △54 △160

当期末残高 △1,291 △1,451

株主資本合計   

前期末残高 2,540,313 2,612,230

当期変動額   

剰余金の配当 △51,331 △51,329

当期純利益 123,301 133,608

自己株式の取得 △54 △160

当期変動額合計 71,916 82,119

当期末残高 2,612,230 2,694,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △114 4,138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,252 △6,201

当期変動額合計 4,252 △6,201

当期末残高 4,138 △2,062

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △114 4,138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,252 △6,201

当期変動額合計 4,252 △6,201

当期末残高 4,138 △2,062

純資産合計   

前期末残高 2,540,199 2,616,368

当期変動額   

剰余金の配当 △51,331 △51,329

当期純利益 123,301 133,608

自己株式の取得 △54 △160

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,252 △6,201

当期変動額合計 76,169 75,918

当期末残高 2,616,368 2,692,286
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 229,352 247,153

減価償却費 95,014 127,093

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,884 △1,413

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,695 19,291

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,855 2,125

製品保証引当金の増減額（△は減少） △24,000 △4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,879 8,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,635 13,081

受取利息及び受取配当金 △5,634 △3,545

支払利息 2,428 2,337

投資有価証券評価損益（△は益） 13,497 5,375

売上債権の増減額（△は増加） 129,893 86,102

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,915 89,485

仕入債務の増減額（△は減少） 54,592 △203,920

その他 △53,085 15,933

小計 364,194 403,802

利息及び配当金の受取額 1,342 2,931

利息の支払額 △2,444 △2,280

法人税等の支払額 △162,243 △67,405

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,848 337,047

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 △231,377 △264,396

定期預金の払戻による収入 267,354 284,364

有形固定資産の取得による支出 △346,406 △90,407

有形固定資産の売却による収入 21,133 336

その他 8,179 168

投資活動によるキャッシュ・フロー △281,116 △69,935

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） △45,000 9,000

長期借入金の返済による支出 △50,200 △59,800

長期借入れによる収入 76,200 －

リース債務の返済による支出 － △1,737

長期未払金の返済による支出 △13,533 △1,165

配当金の支払額 △51,188 △51,067

その他 △54 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,775 △104,930

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,044 162,973

現金及び現金同等物の期首残高 390,336 226,292

現金及び現金同等物の期末残高 ※  226,292 ※  389,266
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  ……事業年度末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定)

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

  ……移動平均法による原価法

 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品、仕掛品 

 ……個別法による低価法 

原材料 

 ……総平均法による低価法 

貯蔵品 

 ……最終仕入原価法による原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

  評価基準は原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法)によっております。

 製品、仕掛品……個別法

 原材料……………総平均法

 貯蔵品……………最終仕入原価法

（会計方針の変更）

 当事業年度より、「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、この変更により当事業年度の

損益に与える影響はありません。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法)によって

おります。

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

  また、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法によ

っております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法)によって

おります。

  耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

  取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年

間で均等償却する方法によっており

ます。

（会計方針の変更）

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

 この結果、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益が6,826千円減少しております。

  平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっておりま

す。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（追加情報）

 当事業年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によって

おります。

 この結果、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益が2,538千円減少しております。

（追加情報）

 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、当事業年度か

ら一部の資産について５～９年に変更

しております。

 この結果、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益が5,039千円減少しております。

(2) 無形固定資産

  ソフトウェア(自社利用分)

  ……社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

――― (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

  なお、リース取引会計基準の改正

適用初年度開始前の所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を採用して

おります。

(3) 長期前払費用 

  定額法によっております。

(4) 長期前払費用

同左

４ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、事業年度末

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理してお

ります。

同左

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き、計上しております。

(2) 賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(3) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き、計上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。

  なお、退職給付債務の見込額は、

簡便法(退職給付に係る期末自己都

合要支給額から、中小企業退職金共

済制度より支給される金額を控除し

た額を退職給付債務とする方法)に

より計算しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 製品保証引当金

  製品の売上に対する保証費用の発

生に備えるため、過去の実績を基礎

に、将来の保証見込額を加味してサ

ービス費用を見積り、計上しており

ます。

(5) 製品保証引当金

同左

(6) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

(6) 役員退職慰労引当金

同左

６ 収益及び費用の計上基準  当社は割賦基準を採用しており、割

賦適用売上高は一般売上高と同一の基

準で販売価額を計上し、翌事業年度以

降に収入すべき金額に対応する割賦販

売損益は、割賦販売未実現利益として

繰延処理しております。 

 また、割賦販売受取利息の処理につ

いては、支払期日経過分に対応する額

を「受取利息」に含めて営業外収益

に、支払期日未経過分に対応する額を

「前受収益」に含めて流動負債に計上

しております。

同左

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

―――

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わな

い、取得日から３カ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。ま

た、割賦販売に係る賦払金のうち、そ

の割賦販売をした日の属する事業年度

において、その支払期日が到来しない

もの(その事業年度において支払を受

けたものを除く)に係る消費税等は繰

延処理し、流動負債「その他」に計上

しております。

消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― (リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17

日(企業審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士

協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

この結果、従来の方法に比べて、当事業年度のリース

資産が有形固定資産に3,086千円、無形固定資産に3,532

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。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「長期前払費用償却」は、営業外費

用の合計額の100分の10を超えたため、当事業年度にお

いて区分掲記することとしました。 

 なお、前事業年度の「長期前払費用償却」は357千円

であります。 

 

───

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しておりました「投資有価

証券評価損」は、当事業年度において区分掲記すること

としました。 

 なお、前事業年度の「投資有価証券評価損」は5,025

千円であります。

───
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 担保資産

   ㈱アシストのプロジェクトファイナンスに対し、

担保に供しているものは次のとおりであります。

投資有価証券 7,000千円

※１ 担保資産

   ㈱アシストのプロジェクトファイナンスに対し、

担保に供しているものは次のとおりであります。

投資有価証券 2,799千円

 ２ 保証債務

   他社のリース契約に対して次のとおり保証を行っ

ております。

㈱梅井建設 20,095千円

東亜エンジニアリング㈱ 12,753 〃

安岡昌宏 9,982 〃

新栄工業㈱ 7,910 〃

㈱大阪環境 5,766 〃

エレファントジャパン㈱ 5,431 〃

日本マイティー㈱ 5,088 〃

新井建設㈱ 2,665 〃

新栄工業 2,582 〃

㈱神姫メンテナンス 2,140 〃

その他３社 2,445 〃

計 76,861 〃
 

 ２ 保証債務

   他社のリース契約に対して次のとおり保証を行っ

ております。

㈱梅井建設 15,785千円

新井建設㈱ 6,128 〃

新栄工業㈱ 5,450 〃

安岡昌宏 4,774 〃

東亜エンジニアリング㈱ 3,775 〃

日本マイティー㈱ 3,717 〃

㈱大阪環境 2,899 〃

新栄工業 1,722 〃

㈱神姫メンテナンス 1,613 〃

エレファントジャパン㈱ 775 〃

計 46,642 〃

※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残高 48,000 〃

差引額 1,152,000 〃

※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残高 57,000 〃

差引額 1,143,000 〃
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１          ――― ※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 34,497千円

※２ 研究開発費の総額

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

92,745千円

※２ 研究開発費の総額

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

145,442千円

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 872千円

機械及び装置 1 〃

計 874 〃

※３          ―――

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

構築物 15千円

機械及び装置 179 〃

土地 766 〃

計 960 〃

※４          ―――

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

構築物 527千円

機械及び装置 81 〃

工具、器具及び備品 80 〃

計 689 〃

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

構築物 300千円

機械及び装置 22 〃

車両運搬具 46 〃

計 369 〃
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,280,000 ― ― 4,280,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,410 150 ― 2,560

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

平成19年６月20日 
定時株主総会

普通株式 51,331 12 平成19年３月31日 平成19年６月21日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 51,329 12 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

 
  

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,280,000 ― ― 4,280,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,560 418 ― 2,978

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

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 51,329 12 平成20年３月31日 平成20年６月23日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年６月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 51,324 12 平成21年３月31日 平成21年６月19日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 385,657千円

預入期間が 
３ヶ月を超える定期預金

△133,876 〃

預入期間が 
３ヶ月を超える定期積立金

△24,000 〃

別段預金 △1,488 〃

現金及び現金同等物 226,292 〃

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 528,663千円

預入期間が
３ヶ月を超える定期預金

△113,890 〃

預入期間が
３ヶ月を超える定期積立金

△24,000 〃

別段預金 △1,507 〃

現金及び現金同等物 389,266 〃

(リース取引関係)
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

区分

前事業年度
平成20年３月31日

当事業年度
平成21年３月31日

取得原価 
(千円)

貸借対照表
計上額 
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

貸借対照表 
計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

(1) 株式 11,123 15,476 4,352 1,084 2,713 1,628

(2) 債券 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 11,123 15,476 4,352 1,084 2,713 1,628

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

(1) 株式 23,852 23,852 ― 32,716 27,838 △4,878

(2) 債券 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 23,852 23,852 ― 32,716 27,838 △4,878

合計 34,975 39,328 4,352 33,800 30,551 △3,249

(注) 表中の「取得原価」は、減損処理

後の帳簿価格であります。なお、

当事業年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損13,497千

円を計上しております。 

株式の減損処理にあたっては、当

事業年度末における時価が取得原

価に比べて30％以上下落した場合

にはすべて減損処理を行っており

ます。

(注) 表中の「取得原価」は、減損処理

後の帳簿価格であります。なお、

当事業年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損1,175千円

を計上しております。 

株式の減損処理にあたっては、当

事業年度末における時価が取得原

価に比べて30％以上下落した場合

にはすべて減損処理を行っており

ます。

区分

前事業年度
平成20年３月31日

当事業年度
平成21年３月31日

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 7,000 2,799

――― (注) 当事業年度において、その他有価

証券で時価評価されていない株式

について4,200千円の減損処理を行

っております。

なお、その他有価証券で時価評価

されていない株式の減損処理にあ

たっては、取得原価に対して実質

価値が著しく低下した銘柄につい

て、個別に回復可能性を検討のう

え、必要と認められる額について

減損処理を行うこととしておりま

す。
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

(持分法損益等)
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 部品等の購入については、市場価格に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

３ 監査役山本琴一の近親者が議決権の72％を保有しております。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

 当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

企業会計基準第13号）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

 
(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 部品等の購入については、市場価格に基づいて価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

３ 監査役山本琴一の近親者が議決権の72％を保有しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

属性
会社等の 
名称

住所

資本金 
又は 
出資金 
(千円)

事業の
内容又は 
職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引 
金額 
(千円)

科目
期末
残高 
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等

㈲立花溶

材商会

高知県 

高知市
5,000

溶接資材 

の販売
なし なし

当社へ 

の部品 

の供給

部品の 

仕入高 

等

49,891

支払手形 

買掛金 

未払金

11,610 

4,838 

573

１ 関連当事者との取引

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地

資本金 
又は 
出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者 

との関係
取引の内容

取引 
金額 
(千円)

科目
期末
残高 
(千円)

役員の近親者

が議決権の過

半数を所有し

ている会社等

㈲立花溶材

商会

高知県 

高知市
5,000

溶接資材の

販売
なし

当社への 

部品の供給

部品の 

仕入高等
43,563

支払手形 

買掛金 

未払金

9,981 

1,254 

410

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 3,307千円

製品保証引当金 16,000 〃

賞与引当金 31,722 〃

退職給付引当金 44,280 〃

役員退職慰労引当金 114,214 〃

貸倒引当金 10,721 〃

その他 22,071 〃

 繰延税金資産小計 242,316 〃

 評価性引当額 △8,097 〃

 繰延税金資産合計 234,219 〃

(繰延税金負債)

未収配当金 △120千円

その他 △213 〃

 繰延税金負債合計 △334 〃

 繰延税金資産の純額 233,885千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 7,987千円

製品保証引当金 14,400 〃

賞与引当金 39,438 〃

退職給付引当金 47,760 〃

役員退職慰労引当金 119,446 〃

貸倒引当金 12,348 〃

その他 36,766 〃

 繰延税金資産小計 278,148 〃

 評価性引当額 △18,548 〃

 繰延税金資産合計 259,599 〃

(繰延税金負債)

未収配当金 △120千円

 繰延税金負債合計 △120 〃

 繰延税金資産の純額 259,479千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

 交際費等永久に損金に算入されない 
 項目

3.9％

 評価性引当額 3.5％

 役員賞与引当金 1.7％

 住民税均等割等 1.3％

 法人税の特別控除額 △4.6％

 その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.2％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない 
 項目

2.9％

評価性引当額 4.2％

役員賞与引当金 1.9％

住民税均等割等 1.2％

法人税の特別控除額 △4.9％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9％
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度

（その一部について「勤労者退職金共済機構中小企

業退職金共済事業本部」の退職金共済制度に加入）

を採用しているほか、総合設立型の厚生年金基金に

加入しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 110,700千円

② 退職給付引当金 110,700 〃

(注) 当社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法

を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 119,401千円

② 退職給付引当金 119,401 〃

(注)         同左

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 11,265千円

②総合設立型厚生年金基金への拠出額 28,805 〃

③中小企業退職金共済制度への拠出額 22,480 〃

④退職給付費用（①＋②＋③） 62,551 〃

(注) １ 上記のうち、総合設立型の厚生年金基金への

拠出額は法定福利費として計上しており、中

小企業退職金共済制度への拠出額は福利厚生

費として計上しております。

   ２ 総合設立型の厚生年金基金制度に係る部分

は、当社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができないため、要

拠出額を費用処理しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 12,866千円

②総合設立型厚生年金基金への拠出額 27,144 〃

③中小企業退職金共済制度への拠出額 21,654 〃

④退職給付費用（①＋②＋③） 61,665 〃

(注) １         同左 

  

 

 

   ２         同左
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

４ 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

 ① 制度全体の積立状況に関する事項

   （平成19年３月31日現在）

 年金資産の額 7,351,073千円

 年金財政計算上の給付債務の額 6,247,585 〃

 差引額 1,103,488 〃

 ② 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

   （自平成18年４月１日～至平成19年３月31日）

6.5％

 ③ 補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金資産の運用利

回りが予定利回りを上回ったことにより剰余が発

生し、平成19年３月31日現在の別途積立金は、

1,266,228千円となりました。

平成19年３月31日現在の過去勤務債務残高は

162,740千円となりましたが、平成24年１月には

償却が完了する予定であります。

なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは

一致いたしません。

（追加情報）

 当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一

部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年５

月15日）を適用しております。

 

４ 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

 ① 制度全体の積立状況に関する事項

   （平成20年３月31日現在）

 年金資産の額 6,540,742千円

 年金財政計算上の給付債務の額 6,875,822 〃

 差引額 △335,079 〃

 ② 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

   （自平成19年４月１日～至平成20年３月31日）

7.1％

 ③ 補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金資産の運用利

回りが予定利回りを大幅に下回ったことにより不

足が発生し、平成20年３月31日現在の繰越不足金

は、199,464千円となりました。

平成20年３月31日現在の過去勤務債務残高は

135,615千円となりましたが、平成24年１月には

償却が完了する予定であります。

なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは

一致いたしません。

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 611円67銭 １株当たり純資産額 629円48銭

１株当たり当期純利益 28円83銭 １株当たり当期純利益 31円24銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

同左

項目
前事業年度末

(平成20年３月31日)
当事業年度末 

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,616,368 2,692,286

普通株式に係る純資産額(千円) 2,616,368 2,692,286

普通株式の発行済株式数(株) 4,280,000 4,280,000

普通株式の自己株式数(株) 2,560 2,978

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

4,277,440 4,277,022

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 123,301 133,608

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 123,301 133,608

普通株式の期中平均株式数(株) 4,277,577 4,277,127

(重要な後発事象)
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（平成21年６月18日予定） 

※（ ）内は平成21年５月13日付現職 

新任取締役候補 

  取締役   山本 琴一 （現 監査役） 

新任監査役候補 

  監査役   沖田 雅夫 （現 内部監査室係長） 

退任予定取締役 

  常務取締役 石村  章 （現 常務取締役管理本部長） 

  取締役   岡﨑 孝義 （現 取締役生産本部長） 

  取締役   西  利文 （現 取締役技術本部長） 

  取締役   佃  維男 （現 取締役営業本部長） 

退任予定監査役 

  監査役   山本 琴一 （当社取締役へ就任予定） 

  

取締役会の意志決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向

上を目的としております。 

※（ ）内は平成21年５月13日付現職 

 管理本部長  石村  章 （現 常務取締役管理本部長） 

 生産本部長  岡﨑 孝義 （現 取締役生産本部長） 

 技術本部長  西  利文 （現 取締役技術本部長） 

 営業本部長  佃  維男 （現 取締役営業本部長） 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 執行役員制度導入について

① 執行役員制度導入の目的

② 執行役員体制（平成21年６月18日予定）
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（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。 

  

(3) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

品目 生産高(千円) 前年同期比(％)

強力吸引作業車 3,588,414 △5.8

汚泥吸引作業車 202,480 ＋1.3

定置型吸引機 30,834 △15.4

高圧洗浄車 572,761 △6.1

移動式汚泥脱水車 46,638 ―

粉粒体吸引・圧送車 189,598 ＋82.7

部品売上 535,850 ＋2.4

その他 446,914 △7.1

合計 5,613,491 △3.2

② 受注実績

品目 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

強力吸引作業車 3,254,439 △ 12.4 458,195 △ 47.6

汚泥吸引作業車 174,930 △ 9.5 6,700 △ 86.3

定置型吸引機 26,534 ＋3.0 ─ ―

高圧洗浄車 549,390 △ 18.5 109,900 △ 33.5

移動式汚泥脱水車 46,638 ― ─ ―

粉粒体吸引・圧送車 179,900 ＋99.9 37,000 ＋23.3

部品売上 535,850 ＋2.4 ─ ―

その他 571,504 △ 3.9 87,715 ＋53.9

合計 5,339,186 △ 8.4 699,510 △ 40.9
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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) 前年同期比(％)

強力吸引作業車 3,670,448 △5.4

汚泥吸引作業車 217,280 ＋16.3

定置型吸引機 34,734 △13.9

高圧洗浄車 604,850 ＋0.2

移動式汚泥脱水車 46,638 ―

粉粒体吸引・圧送車 172,900 ＋79.2

部品売上 535,850 ＋2.4

その他 540,794 △15.0

合計 5,823,495 △3.0
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