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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 21,899 △6.4 1,486 47.7 1,833 55.3 922 16.5
27年3月期第2四半期 23,400 △2.4 1,006 △2.1 1,180 8.9 792 52.6

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 385百万円 （△79.0％） 27年3月期第2四半期 1,840百万円 （59.7％）

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

28年3月期第2四半期 20.36 ―
27年3月期第2四半期 17.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 80,515 49,174 60.4
27年3月期 88,539 49,572 55.3
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 48,594百万円 27年3月期 48,995百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
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

27年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00
28年3月期 ― 10.00
28年3月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 68,000 △5.5 7,000 △15.1 7,200 △14.0 4,200 △10.8 92.96



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に

対する四半期レビュー手続が実施中です。

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期2Q 46,918,542 株 27年3月期 46,918,542 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 1,677,093 株 27年3月期 1,432,051 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 45,333,127 株 27年3月期2Q 46,291,471 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の経済・金融政策により企業業
績や設備投資に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調にあるものの、中国経済をはじめとした
海外景気の下振れ懸念等から、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 
このような環境のもと、当社グループは、積極的な営業展開に加え、原価低減の推進を図ると

ともに、新製品の開発に取り組んでまいりました。 
当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は21,899百万円（前年同四半期

比1,501百万円減、6.4％減）となる一方、営業利益は1,486百万円（前年同四半期比479百万円
増、47.7％増）、経常利益は1,833百万円（前年同四半期比652百万円増、55.3％増）となりまし
た。親会社株主に帰属する四半期純利益は、関連会社（持分法非適用）の持分譲渡に伴い、関係
会社株式売却損413百万円を特別損失に計上しましたが、経常利益の増加もあり、922百万円（前
年同四半期比130百万円増、16.5％増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 
①消防車輌 
消防車輌事業は、前年同四半期まで連結子会社であった中国合弁会社の全持分を譲渡したこ

と等により、売上高は7,719百万円（前年同四半期比12.4％減）となりました。 
②防災 
防災事業は、消火器及びパッケージ型自動消火設備「スプリネックス」の販売が堅調に推移

したことにより、売上高は7,804百万円（前年同四半期比0.9％増）となりました。 
③産業機械 
産業機械事業は、受注は順調に推移する一方、製品の納入が下期に偏重する見通しであるこ

とから、売上高は1,678百万円（前年同四半期比30.9％減）となりました。 
④環境車輌 
環境車輌事業は、衛生車の出荷や部品販売が増加したことにより、売上高は4,696百万円

（前年同四半期比6.2％増）となりました。 
 

当社グループの売上高及び利益は、消防車輌事業の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと

等から、第４四半期に偏る傾向にあります。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

（財政状態の分析） 
当第２四半期連結会計期間の総資産は80,515百万円（前連結会計年度末比8,023百万円の減

少）となりました。 
流動資産は、36,461百万円となり5,421百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛

金の減少11,523百万円の一方で、たな卸資産の増加6,915百万円によるものです。 
固定資産は、44,053百万円となり2,602百万円減少しました。うち有形固定資産は、28,626百

万円となり1,506百万円減少し、無形固定資産は、606百万円となり84百万円増加し、投資その他
の資産は、14,820百万円となり1,180百万円減少しました。 
流動負債は、20,635百万円となり7,161百万円減少しました。これは主に、電子記録債務の減

少2,134百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少3,000百万円、未払法人税等の減少2,137百万
円によるものです。 
固定負債は、10,705百万円となり464百万円減少しました。 
純資産は、49,174百万円となり398百万円減少しました。これは主に、親会社株主に帰属する

四半期純利益の計上922百万円の一方で、その他有価証券評価差額金の減少725百万円、剰余金の
配当500百万円によるものです。 
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の55.3％から60.4％となりました。
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（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,540百

万円減少の4,884百万円となりました。なお、当四半期連結累計期間における連結キャッシュ・
フローの状況は以下のとおりです。 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の支出（前年同四半期は2,472百万円の支

出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,452百万円の計上、売上債権の
減少額12,364百万円の一方で、たな卸資産の増加額6,917百万円、仕入債務の減少額3,292百万
円、未払消費税等の減少などに伴うその他の減少額1,793百万円、法人税等の支払額2,874百万
円によるものです。 
②投資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・フローは、620百万円の収入（前年同四半期は2,340百万円の支

出）となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1,535百万円の一方で、有形
固定資産及び無形固定資産の取得による支出647百万円によるものです。 
③財務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・フローは、1,952百万円の支出（前年同四半期は201百万円の支

出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3,012百万円、配当金の支払額
499百万円の一方で、短期借入金の純増加額1,850百万円によるものです。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績等を踏まえ、平成27年４月
28日に公表いたしました業績予想を修正し、売上高68,000百万円、営業利益7,000百万円、経常
利益7,200百万円、親会社株主に帰属する当期純利益4,200百万円とさせていただきます。 
 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 
 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

当連結会計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する方法によっております。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会
計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月
13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第
７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期
間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余
金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に
変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、
暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計
期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示
の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更
を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務
諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58―２項（４）、連結会計基準第

44―５項（４）及び事業分離等会計基準第57―４項（４）に定める経過的な取扱いに従ってお
り、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 
なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありませ

ん。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,460 4,956

受取手形及び売掛金 25,040 13,517

電子記録債権 163 135

商品及び製品 1,578 2,931

仕掛品 3,538 7,778

原材料及び貯蔵品 2,673 3,996

その他 2,450 3,153

貸倒引当金 △22 △7

流動資産合計 41,883 36,461

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,746 7,513

機械装置及び運搬具（純額） 1,766 1,716

土地 20,144 18,639

建設仮勘定 103 384

その他（純額） 372 372

有形固定資産合計 30,132 28,626

無形固定資産 521 606

投資その他の資産

投資有価証券 12,747 11,517

退職給付に係る資産 1,290 1,284

その他 2,203 2,258

貸倒引当金 △239 △240

投資その他の資産合計 16,001 14,820

固定資産合計 46,655 44,053

資産合計 88,539 80,515
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,719 7,478

電子記録債務 7,756 5,622

短期借入金 － 1,850

1年内返済予定の長期借入金 3,325 325

未払法人税等 2,750 612

賞与引当金 1,093 1,018

役員賞与引当金 164 77

製品保証引当金 334 234

その他 3,653 3,415

流動負債合計 27,796 20,635

固定負債

長期借入金 3,177 3,164

退職給付に係る負債 3,148 3,103

役員退職慰労引当金 174 90

その他 4,669 4,347

固定負債合計 11,169 10,705

負債合計 38,966 31,340

純資産の部

株主資本

資本金 4,746 4,746

資本剰余金 4,331 4,331

利益剰余金 38,810 39,360

自己株式 △1,212 △1,492

株主資本合計 46,675 46,945

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,868 3,142

繰延ヘッジ損益 △1 △3

土地再評価差額金 △1,980 △1,980

為替換算調整勘定 508 529

退職給付に係る調整累計額 △74 △38

その他の包括利益累計額合計 2,319 1,649

非支配株主持分 577 580

純資産合計 49,572 49,174

負債純資産合計 88,539 80,515
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 23,400 21,899

売上原価 17,088 15,534

売上総利益 6,311 6,365

販売費及び一般管理費 5,305 4,878

営業利益 1,006 1,486

営業外収益

受取利息 10 4

受取配当金 63 72

受取賃貸料 41 41

持分法による投資利益 53 157

貸倒引当金戻入額 7 13

その他 138 117

営業外収益合計 314 406

営業外費用

支払利息 115 31

賃貸費用 6 5

その他 19 23

営業外費用合計 140 60

経常利益 1,180 1,833

特別利益

固定資産売却益 0 34

持分変動利益 4 －

特別利益合計 4 34

特別損失

固定資産除売却損 11 1

関係会社株式売却損 － 413

持分変動損失 19 －

特別損失合計 31 415

税金等調整前四半期純利益 1,153 1,452

法人税等 464 521

四半期純利益 689 931

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

△102 8

親会社株主に帰属する四半期純利益 792 922
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 689 931

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,175 △727

繰延ヘッジ損益 △15 △2

為替換算調整勘定 △43 －

退職給付に係る調整額 127 35

持分法適用会社に対する持分相当額 △93 148

その他の包括利益合計 1,150 △545

四半期包括利益 1,840 385

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,962 380

非支配株主に係る四半期包括利益 △121 5
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,153 1,452

減価償却費 694 639

のれん償却額及び負ののれん償却額 △4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △13

受取利息及び受取配当金 △73 △77

支払利息 115 31

持分法による投資損益（△は益） △53 △157

有形固定資産除売却損益（△は益） 11 △33

関係会社株式売却損益（△は益） － 413

売上債権の増減額（△は増加） 7,800 12,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,716 △6,917

仕入債務の増減額（△は減少） △1,714 △3,292

その他 △437 △1,793

小計 △238 2,615

利息及び配当金の受取額 72 82

利息の支払額 △115 △31

法人税等の支払額 △2,192 △2,874

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,472 △208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,141 △355

有形固定資産の売却による収入 24 1,535

無形固定資産の取得による支出 △57 △292

投資有価証券の取得による支出 △1 △53

貸付けによる支出 △112 △397

貸付金の回収による収入 1 191

その他 △53 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,340 620

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） 34 1,850

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △102 △3,012

自己株式の取得による支出 － △279

配当金の支払額 △416 △499

非支配株主への配当金の支払額 △3 △3

その他 △14 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △201 △1,952

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,042 △1,540

現金及び現金同等物の期首残高 9,525 6,424

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

△254 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,227 4,884
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(4)  四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

   該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

   該当事項はありません。 
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（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年９月30日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

合計 
消防車輌 防災 産業機械 環境車輌 

売上高  

  外部顧客への売上高 8,813 7,735 2,428 4,423 23,400

  セグメント間の内部売上高又は振替高 207 157 1 102 469

計 9,021 7,892 2,429 4,525 23,869

セグメント利益 341 430 21 242 1,036

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 
利    益 金    額 

報告セグメント計 1,036

セグメント間取引消去 2

棚卸資産の調整額 △32

四半期連結損益計算書の営業利益 1,006

 

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

合計 
消防車輌 防災 産業機械 環境車輌 

売上高  

  外部顧客への売上高 7,719 7,804 1,678 4,696 21,899

  セグメント間の内部売上高又は振替高 201 202 1 91 497

計 7,921 8,006 1,680 4,788 22,396

セグメント利益 387 505 52 540 1,487

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 
利    益 金    額 

報告セグメント計 1,487

セグメント間取引消去 3

棚卸資産の調整額 △3

四半期連結損益計算書の営業利益 1,486

 

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

１ 生産実績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％) 

消防車輌 7,972 △6.2 

防災 5,428 +17.7 

産業機械 3,100 +9.2 

環境車輌 4,820 +2.1 

合計 21,322 +3.1 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格で表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２ 受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

消防車輌 25,655 △17.8 21,165 △20.4 

防災 4,247 +32.1 2,615 +77.1 

産業機械 3,464 +6.3 4,205 +26.5 

環境車輌 5,217 △8.8 3,400 +2.3 

合計 38,584 △11.1 31,386 △9.6 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格で表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 防災事業の防災機器部門は見込生産を行っているため、上記の実績には含まれておりません。 

 

３ 販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％) 

消防車輌 7,719 △12.4 

防災 7,804 +0.9 

産業機械 1,678 △30.9 

環境車輌 4,696 +6.2 

合計 21,899 △6.4 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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