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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 1,895 △35.2 △36 ― △14 ― △17 ―

21年3月期第2四半期 2,926 ― 131 ― 144 ― 86 ―

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

22年3月期第2四半期 △4.08 ―

21年3月期第2四半期 20.30 ―

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

22年3月期第2四半期 4,372 2,622 60.0 613.07
21年3月期 5,102 2,692 52.8 629.48

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  2,622百万円 21年3月期  2,692百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 12.00 12.00

3.  平成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 5,006 △14.0 56 △72.8 84 △65.9 39 △70.7 9.14
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 4,280,000株 21年3月期 4,280,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 2,978株 21年3月期 2,978株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 4,277,022株 21年3月期第2四半期 4,277,231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。 
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、まだまだ景気の先行きが見えない状況で推移しておりま

す。 

当社では、営業本部が主力製品を主体に、技術本部が特殊製品や海外案件を担当し、業績の確保に向け

た受注活動を展開してまいりました。 

当第２四半期累計期間の業績は、主力製品である強力吸引作業車・高圧洗浄車では、顧客の仕事量見込

みの低迷等から設備投資意欲の回復が見られず、大幅な売上減少となりました。特殊製品では「水循環式

排水管清掃車」が国の機関から３台の受注があったものの、海外案件は受注に至っておりません。また、

原価低減活動、販売費及び一般管理費の抑制等を実施いたしました。この結果、受注・売上ともに、前第

２四半期累計期間に比べて大幅に低下し、損失を計上することとなりました。 

業績（数値）につきましては、前第２四半期累計期間に比べ受注高は653百万円減の2,233百万円（前年

同四半期比22.6％減）、売上高は1,030百万円減の1,895百万円（前年同四半期比35.2％減）となりまし

た。収益面につきましては、営業損失36百万円（前年同四半期は営業利益131百万円）、経常損失14百万

円（前年同四半期は経常利益144百万円）、四半期純損失17百万円（前年同四半期は四半期純利益86百万

円）を計上することとなりました。 

  

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729百万円減少し、4,372

百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加43百万円等はありましたが、売上の減少に伴う売

上債権の減少648百万円及び現預金の減少117百万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659百万円減少し、1,750百万円となりました。これは主に仕入債務

の減少395百万円及び未払法人税等の減少95百万円等によるものであります。また、役員退職慰労金制

度廃止により役員退職慰労引当金は298百万円減少したものの、打ち切り支給の未払い分等による長期

未払金が240百万円増加しております。 

純資産は、前事業年度末残高に比べ70百万円減少し、2,622百万円となりました。これは主に剰余金

の配当51百万円及び四半期純損失の計上17百万円等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

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態
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営業活動の結果使用した資金は、34百万円（前年同四半期は得られた資金216百万円）となりまし

た。これは主に、売上債権の減少はありましたが、仕入債務の減少及び法人税等の支払いによるもので

あります。なお、役員退職慰労金制度廃止により役員退職慰労引当金の減少はあったものの、打ち切り

支給の未払い分がその他に含まれております。 

投資活動の結果使用した資金は、前第２四半期累計期間に比べ８百万円増加し、99百万円（前年同四

半期比9.6％増）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入及び有形固定資産の売却によ

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、前第２四半期累計期間に比べ３百万円減少し、40百万円（前年同四

半期比7.5％減）となりました。これは主に、短期借入金の純増加はありましたが、長期借入金の返済

による支出や配当金の支払い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２四半期会計期間末残高は、前事業年度末残高に比べ175百

万円減少し、214百万円（前期比45.0％減）となりました。 

  

通期業績予想につきましては、第３四半期以降の見通しが不透明なことにより、平成21年８月５日に公

表しました予想を変更しておりません。 

当第２四半期累計期間の業績を踏まえ、第３四半期より、「新型低騒音強力吸引作業車」「新型浄化槽

汚泥濃縮車」の見本機を、顧客に見て使っていただく活動を開始しております。また、特殊製品や海外案

件販売活動への注力と併せ、引き続き原価低減活動、販売費及び一般管理費の抑制等、全社的なコストダ

ウンへの取り組みを進め、受注・売上の増加、利益確保に努めてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、従来、役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりましたが、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃

止することとし、平成21年６月18日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴

う打ち切り支給を決議いたしました。 

これにより、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払い分240,276千円を固定

負債の「その他」に含めて計上しております。 

  

(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

(3) 追加情報

（役員退職慰労引当金）
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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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 411,441 528,663

受取手形及び売掛金 1,146,057 1,795,035

商品及び製品 46,032 53,157

仕掛品 182,769 130,460

原材料及び貯蔵品 307,951 309,263

繰延税金資産 114,255 90,538

その他 16,900 18,573

貸倒引当金 △1,675 △1,774

流動資産合計 2,223,732 2,923,919

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 455,967 474,949

土地 1,254,363 1,259,879

その他（純額） 155,069 130,491

有形固定資産合計 1,865,400 1,865,320

無形固定資産 8,329 7,648

投資その他の資産   

繰延税金資産 144,343 168,941

その他 165,042 171,208

貸倒引当金 △33,974 △34,329

投資その他の資産合計 275,411 305,820

固定資産合計 2,149,141 2,178,789

資産合計 4,372,874 5,102,709

兼松エンジニアリング㈱（6402）平成22年3月期第2四半期決算短信(非連結)

― 5 ―



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,058,249 1,454,043

短期借入金 113,850 93,150

未払法人税等 3,462 98,718

賞与引当金 52,037 98,596

役員賞与引当金 － 11,950

製品保証引当金 32,000 36,000

その他 108,461 166,182

流動負債合計 1,368,060 1,958,640

固定負債   

長期借入金 18,600 28,200

退職給付引当金 119,279 119,401

役員退職慰労引当金 － 298,617

その他 244,828 5,563

固定負債合計 382,708 451,782

負債合計 1,750,769 2,410,422

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 1,957,319 2,026,079

自己株式 △1,451 △1,451

株主資本合計 2,625,589 2,694,349

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,484 △2,062

評価・換算差額等合計 △3,484 △2,062

純資産合計 2,622,105 2,692,286

負債純資産合計 4,372,874 5,102,709
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,926,082 1,895,673

売上原価 2,255,420 1,503,709

割賦販売未実現利益戻入額 3,707 2,953

売上総利益 674,369 394,918

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 9,548 1,368

役員報酬 76,300 62,070

給料 141,787 126,531

賞与引当金繰入額 41,477 21,860

退職給付費用 3,125 2,579

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 2,946

旅費及び交通費 40,868 31,885

減価償却費 7,034 7,725

研究開発費 16,124 12,841

その他 189,304 161,287

販売費及び一般管理費合計 543,142 431,096

営業利益又は営業損失（△） 131,226 △36,178

営業外収益   

受取利息 1,332 1,090

受取賃貸料 7,010 7,037

保険解約返戻金 － 10,978

その他 6,419 3,727

営業外収益合計 14,762 22,832

営業外費用   

支払利息 1,226 859

為替差損 235 45

その他 4 212

営業外費用合計 1,466 1,117

経常利益又は経常損失（△） 144,522 △14,462

特別利益   

固定資産売却益 － 1,424

貸倒引当金戻入額 1,236 408

製品保証引当金戻入額 3,000 4,000

特別利益合計 4,236 5,832

特別損失   

固定資産売却損 － 69

固定資産除却損 22 381

投資有価証券評価損 5,250 6,803

特別損失合計 5,273 7,254

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 143,485 △15,884

法人税、住民税及び事業税 68,872 1,857

法人税等調整額 △12,220 △306

法人税等合計 56,652 1,550

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,832 △17,435
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,542,364 1,113,498

売上原価 1,172,638 876,840

割賦販売未実現利益戻入額 1,663 1,258

売上総利益 371,389 237,916

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 363 368

役員報酬 37,000 26,220

給料 67,969 62,111

賞与引当金繰入額 17,618 11,389

退職給付費用 718 2,018

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 16,854

減価償却費 3,162 4,049

研究開発費 7,540 5,800

その他 94,133 74,760

販売費及び一般管理費合計 258,385 203,573

営業利益 113,004 34,342

営業外収益   

受取利息 573 455

受取賃貸料 3,449 3,539

保険解約返戻金 － 10,978

その他 1,465 1,005

営業外収益合計 5,488 15,978

営業外費用   

支払利息 654 472

長期前払費用償却 － 206

その他 2 13

営業外費用合計 657 692

経常利益 117,835 49,628

特別利益   

固定資産売却益 － 1,424

貸倒引当金戻入額 57 331

製品保証引当金戻入額 1,000 －

特別利益合計 1,057 1,755

特別損失   

固定資産売却損 － 69

投資有価証券評価損 1,050 799

特別損失合計 1,050 868

税引前四半期純利益 117,843 50,515

法人税、住民税及び事業税 63,287 835

法人税等調整額 △21,650 21,488

法人税等合計 41,636 22,324

四半期純利益 76,206 28,191
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税引前四半期純損失
（△）

143,485 △15,884

減価償却費 62,541 46,709

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,785 △453

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,479 △46,559

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,447 △11,950

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,000 △4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 358 △121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 886 △298,617

受取利息及び受取配当金 △1,850 △1,503

支払利息 1,226 859

投資有価証券評価損益（△は益） 5,250 6,803

売上債権の増減額（△は増加） 174,144 649,332

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,722 △31,796

仕入債務の増減額（△は減少） △157,562 △411,134

その他 △22,654 179,375

小計 243,796 61,060

利息及び配当金の受取額 832 795

利息の支払額 △1,214 △847

法人税等の支払額 △26,535 △95,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,878 △34,740

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 △118,904

定期預金の払戻による収入 63,021 61,100

有形固定資産の取得による支出 △44,682 △49,768

有形固定資産の売却による収入 336 8,597

その他 609 △916

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,106 △99,891

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 36,000

長期借入金の返済による支出 △29,900 △24,900

リース債務の返済による支出 △868 △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 △50,750

その他 △160 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,827 △40,518

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,944 △175,025

現金及び現金同等物の期首残高 226,292 389,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 308,237 214,240
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当第２四半期会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成21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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（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。 

３ 粉粒体吸引・圧送車の受注高及び受注残高はありません。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

品目 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

強力吸引作業車 1,196,792 △40.6

汚泥吸引作業車 34,114 △40.8

定置型吸引機 46,205 ＋237.0

高圧洗浄車 248,799 △24.6

粉粒体吸引・圧送車 13,030 △83.2

部品売上 237,141 △11.2

その他 101,377 △4.8

合計 1,877,461 △34.5

(2) 受注実績

品目
受注高
(千円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同四半期比
(％)

強力吸引作業車 1,306,157 △29.3 556,441 △18.2

汚泥吸引作業車 52,026 △62.7 36,676 △68.4

定置型吸引機 61,100 ＋200.5 39,900 ＋193.4

高圧洗浄車 254,286 △12.8 150,726 ＋21.7

部品売上 237,141 △11.2 ─ ─

その他 322,414 ＋28.9 253,219 ＋42.5

合計 2,233,126 △22.6 1,036,963 △9.3
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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) 前年同四半期比(％)

強力吸引作業車 1,207,911 △40.8

汚泥吸引作業車 22,050 △69.6

定置型吸引機 21,200 ＋42.0

高圧洗浄車 213,460 △35.9

粉粒体吸引・圧送車 37,000 △45.9

部品売上 237,141 △11.2

その他 156,910 ＋21.2

合計 1,895,673 △35.2
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