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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 23,923 17.5 1,134 107.4 1,155 85.9 559 113.1
24年3月期第2四半期 20,362 △7.1 547 161.8 621 96.0 262 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 575百万円 （544.4％） 24年3月期第2四半期 89百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 12.54 ―
24年3月期第2四半期 5.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 72,933 36,294 48.1
24年3月期 78,051 36,216 44.8
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 35,077百万円 24年3月期 34,957百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 11.00 16.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 ： 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 66,000 3.6 5,300 4.5 5,500 4.6 3,200 14.1 71.75



(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（注記情報）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「連結業績予想に関する定性的情報」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 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 46,918,542 株 24年3月期 46,918,542 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,320,185 株 24年3月期 2,312,134 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 44,602,208 株 24年3月期2Q 44,612,982 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要の本格化、公
共投資やエコカー補助金等により内需については回復の兆しが見えつつあるものの、欧州債務問
題によるユーロ圏経済の低迷や、円高の長期化、中国やインドを中心とする新興国景気の下振れ
懸念等、依然として先行き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23,923百万円（前年同四半期

比3,561百万円増、17.5％増）、営業利益は1,134百万円（前年同四半期比587百万円増、107.4％
増）、経常利益は1,155百万円（前年同四半期比534百万円増、85.9％増）、四半期純利益は559
百万円（前年同四半期比296百万円増、113.1％増）となり、売上高、営業利益、経常利益及び四
半期純利益において過去 高を更新いたしました。 

 

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、受注が引き続き好調に推移しており、売上高は8,022百万円（前年同四
半期比19.8％増）となりました。 

②防災 
防災事業は、消火器の法令改正に伴う需要の増加により、売上高は8,119百万円（前年同

四半期比14.0％増）となりました。 
③産業機械 

産業機械事業は、震災復興需要に伴う売上げもあった結果、売上高は2,213百万円（前年
同四半期比24.3％増）となりました。 

④環境車輌 
環境車輌事業は、前年同四半期の東日本大震災による生産の混乱が解消されたことなどに

より、売上高は4,351百万円（前年同四半期比32.0％増）となりました。 
⑤自転車 

自転車事業は、前年同四半期の東日本大震災の影響による特需が剥落し、市場全体が低迷
していることもあり、売上高は1,217百万円（前年同四半期比17.1％減）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)  連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は72,933百万円（前連結会計年度末比5,117百万

円の減少）となりました。 
流動資産は、35,968百万円となり4,979百万円減少しました。これは主に、現金及び預金の減

少2,110百万円、受取手形及び売掛金の減少8,596百万円の一方で、たな卸資産の増加4,910百万
円によるものです。 
固定資産は、36,965百万円となり137百万円減少しました。うち有形固定資産は、29,652百万

円となり503百万円増加し、無形固定資産は、1,560百万円となり53百万円減少し、投資その他の
資産は、5,753百万円となり588百万円減少しました。 
流動負債は、21,991百万円となり5,272百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛

金の減少3,477百万円、未払法人税等の減少1,145百万円によるものです。 
固定負債は、14,648百万円となり77百万円増加しました。 
純資産は、36,294百万円となり77百万円増加しました。これは主に、四半期純利益の計上によ

る増加559百万円、剰余金の配当による減少490百万円、その他有価証券評価差額金の増加25百万
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44.8％から48.1％となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結会計期間末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2,122

百万円減少の6,545百万円となりました。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、777百万円の支出（前年同四半期は440百万円の支
出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益984百万円の計上、売上債権の
減少額8,424百万円の一方で、たな卸資産の増加額4,904百万円、仕入債務の減少額3,442百
万円、法人税等の支払額1,872百万円等によるものです。 

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、1,039百万円の支出（前年同四半期は1,082百万円

の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,249百万円の一方
で、有形固定資産の売却による収入234百万円等によるものです。 

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、325百万円の支出（前年同四半期は79百万円の支

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102百万円、配当金の支払額4
89百万円の一方で、短期借入金の純増加額100百万円、長期借入れによる収入180百万円等に
よるものです。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月８日に公表しました業績予想か
ら変更しておりませんが、今後の業績動向等を踏まえ修正が必要となった場合には速やかにお知
らせいたします。なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ
り、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 

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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,727 6,617

受取手形及び売掛金 22,514 13,917

商品及び製品 1,726 1,998

仕掛品 3,334 7,250

原材料及び貯蔵品 2,603 3,325

その他 2,115 2,908

貸倒引当金 △73 △49

流動資産合計 40,948 35,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,589 6,611

機械装置及び運搬具（純額） 1,334 1,360

土地 20,593 20,372

建設仮勘定 367 1,025

その他（純額） 264 282

有形固定資産合計 29,148 29,652

無形固定資産 1,613 1,560

投資その他の資産   

その他 6,406 5,820

貸倒引当金 △65 △67

投資その他の資産合計 6,341 5,753

固定資産合計 37,103 36,965

資産合計 78,051 72,933
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,587 13,109

短期借入金 710 830

1年内返済予定の長期借入金 2,822 2,847

未払法人税等 1,764 619

賞与引当金 877 851

役員賞与引当金 111 54

製品保証引当金 237 238

災害損失引当金 3 －

その他 4,149 3,439

流動負債合計 27,263 21,991

固定負債   

長期借入金 8,175 8,247

退職給付引当金 1,796 1,829

役員退職慰労引当金 166 167

その他 4,432 4,404

固定負債合計 14,571 14,648

負債合計 41,834 36,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,746 4,746

資本剰余金 3,742 3,742

利益剰余金 28,859 28,927

自己株式 △1,040 △1,044

株主資本合計 36,307 36,372

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 67 92

繰延ヘッジ損益 0 △6

土地再評価差額金 △1,066 △1,066

為替換算調整勘定 △351 △313

その他の包括利益累計額合計 △1,350 △1,294

少数株主持分 1,258 1,216

純資産合計 36,216 36,294

負債純資産合計 78,051 72,933
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 20,362 23,923

売上原価 14,717 17,519

売上総利益 5,645 6,404

販売費及び一般管理費 5,097 5,269

営業利益 547 1,134

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 44 39

受取賃貸料 49 45

持分法による投資利益 34 25

貸倒引当金戻入額 23 25

その他 73 57

営業外収益合計 233 200

営業外費用   

支払利息 117 126

賃貸費用 23 18

その他 17 34

営業外費用合計 158 179

経常利益 621 1,155

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除売却損 1 21

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 150

災害による損失 13 －

特別損失合計 15 172

税金等調整前四半期純利益 606 984

法人税等 335 470

少数株主損益調整前四半期純利益 271 513

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △45

四半期純利益 262 559
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 271 513

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58 24

繰延ヘッジ損益 80 △8

為替換算調整勘定 △203 45

その他の包括利益合計 △182 62

四半期包括利益 89 575

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 78 615

少数株主に係る四半期包括利益 11 △39
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 606 984

減価償却費 586 549

のれん償却額 50 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 △25

受取利息及び受取配当金 △52 △47

支払利息 117 126

持分法による投資損益（△は益） △34 △25

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 20

投資有価証券評価損益（△は益） － 150

売上債権の増減額（△は増加） 8,021 8,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,928 △4,904

仕入債務の増減額（△は減少） △2,445 △3,442

その他 △680 △696

小計 1,217 1,165

利息及び配当金の受取額 53 51

利息の支払額 △116 △122

法人税等の支払額 △1,595 △1,872

営業活動によるキャッシュ・フロー △440 △777

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 △783 △1,249

有形固定資産の売却による収入 37 234

無形固定資産の取得による支出 △21 △50

関係会社株式の売却による収入 － 52

貸付けによる支出 △306 △0

その他 △9 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,082 △1,039

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） － 100

長期借入れによる収入 255 180

長期借入金の返済による支出 △100 △102

自己株式の取得による支出 △2 △4

配当金の支払額 △222 △489

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △79 △325

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,601 △2,122

現金及び現金同等物の期首残高 6,373 8,667

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,771 6,545
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23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 
 

消防車輌 防災 産業機械 環境車輌 自転車 
合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 6,697 7,120 1,780 3,295 1,469 20,362

  セグメント間の内部売上高又は振替高 167 193 0 139 － 500

計 6,865 7,313 1,780 3,434 1,469 20,863

セグメント利益又は損失（△） 104 408 △24 △12 71 548

 

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 548

セグメント間取引消去 3

棚卸資産の調整額 △4

四半期連結損益計算書の営業利益 547

 

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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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24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 
 

消防車輌 防災 産業機械 環境車輌 自転車 
合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 8,022 8,119 2,213 4,351 1,217 23,923

  セグメント間の内部売上高又は振替高 67 154 3 62 0 288

計 8,089 8,273 2,217 4,413 1,218 24,212

セグメント利益 49 686 105 261 8 1,111

 

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 1,111

セグメント間取引消去 2

棚卸資産の調整額 20

四半期連結損益計算書の営業利益 1,134

 

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。 

 

(6) 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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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 7,877 +15.2 

防災 3,780 +25.7 

産業機械 2,213 +24.1 

環境車輌 4,346 +30.0 

自転車 91 △36.3 

合計 18,309 +21.1 

(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、販売価格によっております。 

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 26,311 +11.7 24,053 +5.3 

防災 2,134 △28.9 739 △55.6 

産業機械 2,044 △43.1 3,647 △11.4 

環境車輌 4,649 +19.9 1,929 +8.7 

合計 35,140 +3.3 30,369 △0.1 

(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 防災事業の防災機器部門及び自転車事業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 8,022 +19.8 

防災 8,119 +14.0 

産業機械 2,213 +24.3 

環境車輌 4,351 +32.0 

自転車 1,217 △17.1 

合計 23,923 +17.5 

(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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