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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 41,927 7.2 3,170 30.5 3,182 27.2 1,001 △5.7
24年3月期第3四半期 39,106 7.2 2,428 61.7 2,501 52.0 1,062 12.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,171百万円 （△5.8％） 24年3月期第3四半期 1,243百万円 （116.1％）

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

25年3月期第3四半期 22.44 ―
24年3月期第3四半期 23.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 76,497 36,523 46.2
24年3月期 78,051 36,216 44.8
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 35,316百万円 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 68,000 6.8 6,000 18.3 6,200 18.0 2,840 1.3 63.68



(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3Q 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3Q 2,332,925 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3Q 44,598,792 株 24年3月期3Q 44,611,719 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３四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や政
権交代に伴う景気浮揚策への期待感から円安・株高基調へ転換し、緩やかながら回復の兆しが見
えつつあるものの、欧米財政問題の長期化や中国経済の減速などもあり、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３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は41,927百万円（前年同四半期

比2,820百万円増、7.2％増）、営業利益は3,170百万円（前年同四半期比741百万円増、30.5％
増）、経常利益は3,182百万円（前年同四半期比681百万円増、27.2％増）となり、売上高、営業
利益及び経常利益において過去最高を更新いたしました。四半期純利益につきましては、平成24
年12月21日開示の「本社移転及び固定資産の売却方針の決定に伴う特別損失の計上に関するお知
らせ」に記載の特別損失の一部として減損損失1,304百万円を計上したこと等により、1,001百万
円（前年同四半期比61百万円減、5.7％減）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、受注が好調に推移しており、売上高は17,976百万円（前年同四半期比
3.2％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が引き続き堅調であり、売上高は11,843百万円

（前年同四半期比2.4％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もあった結果、売上高は3,883百万円（前年同
四半期比54.9％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6,394百万円（前年同四半期比18.7％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1,829百万円（前年同四半期比17.9％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３四半期連結会計期間末における総資産は76,497百万円（前連結会計年度末比1,553百万

円の減少）となりました。 
流動資産は350百万円減少し40,597百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少

2,150百万円、受取手形及び売掛金の減少5,264百万円の一方で、たな卸資産の増加5,985百万円
によるものです。 
固定資産は1,202百万円減少し35,900百万円となりました。うち有形固定資産は減損損失を計

上したことなどから719百万円減少し28,428百万円、無形固定資産は97百万円減少し1,515百万
円、投資その他の資産は384百万円減少し5,956百万円となりました。 
流動負債は161百万円減少し27,101百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の

減少744百万円、未払法人税等の減少1,024百万円等によるものです。 
固定負債は1,698百万円減少し12,873百万円となりました。 
純資産は306百万円増加し36,523百万円となりました。これは主に、四半期純利益の計上によ

る増加1,001百万円、剰余金の配当による減少847百万円、その他有価証券評価差額金の増加170
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46.2％となりました。 
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（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四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2,108

百万円減少の6,559百万円となりました。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、1,211百万円の支出（前年同四半期は854百万円の
収入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,715百万円の計上、売上債
権の減少額4,618百万円の一方で、たな卸資産の増加額5,985百万円、法人税等の支払額
2,332百万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、1,012百万円の支出（前年同四半期は1,154百万円

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1,251百万円の一方
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、105百万円の収入（前年同四半期は491百万円の収

入）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額871百万円、長期借入れによる収入
180百万円の一方で、長期借入金の返済による支出109百万円、配当金の支払額810百万円等
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12月21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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,727 6,577

受取手形及び売掛金 22,514 17,249

商品及び製品 1,726 2,334

仕掛品 3,334 7,522

原材料及び貯蔵品 2,603 3,792

その他 2,115 3,178

貸倒引当金 △73 △58

流動資産合計 40,948 40,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,589 6,817

機械装置及び運搬具（純額） 1,334 1,413

土地 20,593 19,471

建設仮勘定 367 438

その他（純額） 264 288

有形固定資産合計 29,148 28,428

無形固定資産 1,613 1,515

投資その他の資産   

その他 6,406 6,019

貸倒引当金 △65 △63

投資その他の資産合計 6,341 5,956

固定資産合計 37,103 35,900

資産合計 78,051 76,497
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,587 15,842

短期借入金 710 1,588

1年内返済予定の長期借入金 2,822 4,731

未払法人税等 1,764 740

賞与引当金 877 464

役員賞与引当金 111 83

製品保証引当金 237 238

災害損失引当金 3 －

その他 4,149 3,412

流動負債合計 27,263 27,101

固定負債   

長期借入金 8,175 6,346

退職給付引当金 1,796 1,880

役員退職慰労引当金 166 176

その他 4,432 4,470

固定負債合計 14,571 12,873

負債合計 41,834 39,974

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 29,012

自己株式 △1,040 △1,054

株主資本合計 36,307 36,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 67 238

繰延ヘッジ損益 0 29

土地再評価差額金 △1,066 △1,066

為替換算調整勘定 △351 △332

その他の包括利益累計額合計 △1,350 △1,131

少数株主持分 1,258 1,207

純資産合計 36,216 36,523

負債純資産合計 78,051 76,497
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 39,106 41,927

売上原価 28,924 30,802

売上総利益 10,181 11,124

販売費及び一般管理費 7,752 7,954

営業利益 2,428 3,170

営業外収益   

受取利息 11 10

受取配当金 64 58

受取賃貸料 72 68

持分法による投資利益 51 41

その他 123 111

営業外収益合計 323 291

営業外費用   

支払利息 181 189

賃貸費用 30 25

その他 38 64

営業外費用合計 250 279

経常利益 2,501 3,182

特別利益   

固定資産売却益 6 0

特別利益合計 6 0

特別損失   

固定資産除売却損 15 21

投資有価証券評価損 392 137

減損損失 － 1,304

災害による損失 25 －

その他 － 2

特別損失合計 433 1,467

税金等調整前四半期純利益 2,074 1,715

法人税等 974 777

少数株主損益調整前四半期純利益 1,100 938

少数株主利益又は少数株主損失（△） 38 △62

四半期純利益 1,062 1,001
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,100 938

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 71 170

繰延ヘッジ損益 81 37

土地再評価差額金 251 －

為替換算調整勘定 △261 23

その他の包括利益合計 143 232

四半期包括利益 1,243 1,171

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,213 1,219

少数株主に係る四半期包括利益 30 △48
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 2,074 1,715

減価償却費 925 853

減損損失 － 1,304

のれん償却額 74 75

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

受取利息及び受取配当金 △76 △69

支払利息 181 189

持分法による投資損益（△は益） △51 △41

有形固定資産除売却損益（△は益） 8 21

投資有価証券評価損益（△は益） 392 137

売上債権の増減額（△は増加） 2,385 4,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,624 △5,985

仕入債務の増減額（△は減少） 2,279 △759

その他 △673 △843

小計 2,890 1,195

利息及び配当金の受取額 75 73

利息の支払額 △138 △148

法人税等の支払額 △1,973 △2,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 854 △1,211

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 △986 △1,251

有形固定資産の売却による収入 136 234

無形固定資産の取得による支出 △33 △75

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 35 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,154 △1,012

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） 579 871

長期借入れによる収入 448 180

長期借入金の返済による支出 △100 △109

自己株式の取得による支出 △3 △13

配当金の支払額 △420 △810

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他 △7 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 491 105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 187 △2,108

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 6,561 6,559
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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３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 17,423 11,561 2,507 5,385 2,228 39,106

  セグメント間の内部売上高又は振替高 235 280 0 266 － 783

計 17,658 11,842 2,507 5,652 2,228 39,889

セグメント利益又は損失（△） 1,380 883 △29 95 101 2,430

 

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 2,430

セグメント間取引消去 4

棚卸資産の調整額 △5

四半期連結損益計算書の営業利益 2,428

 

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３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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 17,976 11,843 3,883 6,394 1,829 41,927

  セグメント間の内部売上高又は振替高 93 252 4 73 0 424

計 18,069 12,096 3,887 6,467 1,830 42,351

セグメント利益又は損失（△） 1,693 973 109 384 △16 3,145

 

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 3,145

セグメント間取引消去 5

棚卸資産の調整額 19

四半期連結損益計算書の営業利益 3,170

 

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 

本社移転及び固定資産の売却方針を決定したことに伴い、減損損失1,304百万円を計上しました。 

このうち、「消防車輌」セグメントに計上された減損損失は889百万円であり、報告セグメントに配

分されていない減損損失は415百万円であります。 

 

(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３四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 17,543 +1.9 

防災 5,569 +19.7 

産業機械 3,883 +54.9 

環境車輌 6,475 +16.2 

自転車 125 △27.4 

合計 33,596 +11.6 

(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３四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 28,859 +9.8 17,076 +11.6 

防災 3,583 △15.8 967 △29.5 

産業機械 3,168 △29.5 3,102 △27.7 

環境車輌 7,020 +6.8 2,256 △5.3 

合計 42,632 +2.4 23,402 +0.3 

(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３四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 17,976 +3.2 

防災 11,843 +2.4 

産業機械 3,883 +54.9 

環境車輌 6,394 +18.7 

自転車 1,829 △17.9 

合計 41,927 +7.2 

(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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