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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 20,362 △7.1 547 161.8 621 96.0 262 ―

23年3月期第2四半期 21,926 7.2 209 ― 317 ― △31 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 89百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △131百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 5.88 ―

23年3月期第2四半期 △0.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 68,063 33,289 47.1
23年3月期 71,765 33,429 44.9

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  32,087百万円 23年3月期  32,234百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 60,000 0.4 4,000 △7.8 4,200 △9.0 2,200 △1.4 49.31



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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、四半期
決算短信（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。 

4.  その他

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   ：  無

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） 24年3月期2Q 46,918,542 株 23年3月期 46,918,542 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,308,875 株 23年3月期 2,302,973 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 44,612,982 株 23年3月期2Q 44,636,391 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、東日本大震災によって停滞していた生産活
動も徐々に回復しつつありますが、米国及び欧州の財政不安による円高・株安等先行きは極めて
不透明な状況で推移いたしました。 
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20,362百万円（前年同四半期

比1,564百万円減、7.1％減）となりました。一方、利益面におきましては、防災事業及び自転車
事業の業績が堅調に推移したことにより、営業利益は547百万円（前年同四半期比338百万円増、
161.8％増）、経常利益は621百万円（前年同四半期比304百万円増、96.0％増）、四半期純利益
は262百万円（前年同四半期は31百万円の損失）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、前年同四半期は補正予算関連の売上が寄与しておりました結果、売上高
は6,697百万円（前年同四半期比29.0％減）となりました。 

②防災 
防災事業は、パッケージ型自動消火設備「スプリネックス」の好調な販売に加え、消火器

の法令改正に伴う需要の増加もあり、売上高は7,120百万円（前年同四半期比20.2％増）と
なりました。 

③産業機械 
産業機械事業は、東日本大震災に係るがれき処理に伴う需要の増加もあり、売上高は1,78

0百万円（前年同四半期比44.7％増）となりました。 
④環境車輌 

環境車輌事業は、東日本大震災による自動車メーカーからのシャシー供給遅延に伴う生産
への影響もあり、売上高は3,295百万円（前年同四半期比17.5％減）となりました。 

⑤自転車 
自転車事業は、高付加価値商品の拡販に注力し、売上高は1,469百万円（前年同四半期比

9.1％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)  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68,063百万円（前連結会計年度末比3,702百万

円の減少）となりました。 
流動資産は、31,086百万円となり3,823百万円減少しました。これは主に、現金及び預金の減

少1,589百万円、受取手形及び売掛金の減少7,549百万円の一方で、たな卸資産の増加4,930百万
円によるものです。 
固定資産は、36,977百万円となり121百万円増加しました。うち有形固定資産は、29,368百万

円となり163百万円増加し、無形固定資産は、1,705百万円となり304百万円減少し、投資その他
の資産は、5,903百万円となり262百万円増加しました。 
流動負債は、17,245百万円となり3,606百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛

金の減少2,387百万円、未払法人税等の減少1,076百万円によるものです。 
固定負債は、17,527百万円となり43百万円増加しました。 
純資産は、33,289百万円となり139百万円減少しました。これは主に、四半期純利益の計上に

よる増加262百万円、剰余金の配当による減少223百万円、その他有価証券評価差額金の減少57百
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44.9％から47.1％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1,601

百万円減少の4,771百万円となりました。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、440百万円の支出（前年同四半期は1,010百万円の
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606百万円の計上、売上債権
の減少額8,021百万円の一方で、たな卸資産の増加額4,928百万円、仕入債務の減少額2,445
百万円、法人税等の支払額1,595百万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、1,082百万円の支出（前年同四半期は138百万円の

収入）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783百万円、貸付けによ
る支出306百万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、79百万円の支出（前年同四半期は569百万円の支

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100百万円、配当金の支払額2
22百万円の一方で、長期借入れによる収入255百万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24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月10日に公表しました業績予想か
ら変更しておりません。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（その他）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 

該当事項はありません。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,433 4,843

受取手形及び売掛金 19,212 11,662

商品及び製品 1,753 2,167

仕掛品 3,209 6,982

原材料及び貯蔵品 2,690 3,433

その他 1,679 2,040

貸倒引当金 △68 △44

流動資産合計 34,909 31,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,842 6,660

機械装置及び運搬具（純額） 1,349 1,358

土地 20,525 20,889

建設仮勘定 147 156

その他（純額） 341 303

有形固定資産合計 29,205 29,368

無形固定資産 2,009 1,705

投資その他の資産   

その他 5,702 5,964

貸倒引当金 △61 △60

投資その他の資産合計 5,640 5,903

固定資産合計 36,855 36,977

資産合計 71,765 68,063
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,995 10,608

1年内返済予定の長期借入金 2,012 2,002

未払法人税等 1,525 449

賞与引当金 821 786

役員賞与引当金 110 50

製品保証引当金 278 276

災害損失引当金 30 24

その他 3,077 3,049

流動負債合計 20,852 17,245

固定負債   

長期借入金 10,556 10,723

退職給付引当金 1,691 1,742

役員退職慰労引当金 207 149

その他 5,028 4,911

固定負債合計 17,483 17,527

負債合計 38,335 34,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,746 4,746

資本剰余金 3,743 3,743

利益剰余金 26,627 26,666

自己株式 △1,036 △1,038

株主資本合計 34,080 34,116

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △195 △253

繰延ヘッジ損益 △100 △19

土地再評価差額金 △1,428 △1,428

為替換算調整勘定 △121 △328

その他の包括利益累計額合計 △1,845 △2,029

少数株主持分 1,194 1,202

純資産合計 33,429 33,289

負債純資産合計 71,765 68,063
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 21,926 20,362

売上原価 16,650 14,717

売上総利益 5,276 5,645

販売費及び一般管理費 5,067 5,097

営業利益 209 547

営業外収益   

受取利息 5 7

受取配当金 46 44

受取賃貸料 50 49

持分法による投資利益 40 34

その他 124 97

営業外収益合計 266 233

営業外費用   

支払利息 117 117

賃貸費用 10 23

その他 29 17

営業外費用合計 157 158

経常利益 317 621

特別利益   

固定資産売却益 4 0

貸倒引当金戻入額 54 －

関係会社株式売却益 26 －

特別利益合計 84 0

特別損失   

固定資産除売却損 15 1

投資有価証券評価損 462 －

災害による損失 － 13

その他 31 －

特別損失合計 509 15

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△108 606

法人税等 △70 335

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37 271

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31 262
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37 271

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45 △58

繰延ヘッジ損益 △22 80

為替換算調整勘定 △25 △203

その他の包括利益合計 △93 △182

四半期包括利益 △131 89

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △124 78

少数株主に係る四半期包括利益 △7 11
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△108 606

減価償却費 641 586

のれん償却額 5 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55 △25

受取利息及び受取配当金 △51 △52

支払利息 117 117

持分法による投資損益（△は益） △40 △34

有形固定資産除売却損益（△は益） 11 0

投資有価証券評価損益（△は益） 462 －

関係会社株式売却損益（△は益） △26 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,506 8,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,149 △4,928

仕入債務の増減額（△は減少） △3,683 △2,445

その他 △974 △680

小計 2,656 1,217

利息及び配当金の受取額 57 53

利息の支払額 △116 △116

法人税等の支払額 △1,587 △1,595

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,010 △440

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 △207 △783

有形固定資産の売却による収入 323 37

無形固定資産の取得による支出 △54 △21

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

関係会社株式の売却による収入 150 －

貸付けによる支出 △6 △306

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △66 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー 138 △1,082

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） △3,235 －

長期借入れによる収入 3,000 255

長期借入金の返済による支出 △100 △100

自己株式の取得による支出 △5 △2

配当金の支払額 △223 △222

少数株主への配当金の支払額 △3 △4

その他 △2 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △569 △79

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 579 △1,601

現金及び現金同等物の期首残高 4,976 6,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,556 4,771
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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 

前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22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 9,434 5,923 1,229 3,992 1,346 21,926

  セグメント間の内部売上高又は振替高 196 105 1 224 － 527

計 9,630 6,029 1,231 4,216 1,346 22,454

セグメント利益又は損失（△） 484 △39 △117 99 △191 234

 

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 234

セグメント間取引消去 0

棚卸資産の調整額 △25

四半期連結損益計算書の営業利益 209

 

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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当第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。 

 

(6)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

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 6,836 △24.3 

防災 3,007 +9.8 

産業機械 1,784 +45.0 

環境車輌 3,342 △18.1 

自転車 144 △7.3 

合計 15,114 △12.3 

(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 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 23,559 +8.4 22,842 +8.4 

防災 3,004 +82.3 1,665 +95.0 

産業機械 3,592 +129.9 4,114 +83.1 

環境車輌 3,876 △8.2 1,774 +37.8 

合計 34,033 +16.7 30,397 +19.3 

(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 6,697 △29.0 

防災 7,120 +20.2 

産業機械 1,780 +44.7 

環境車輌 3,295 △17.5 

自転車 1,469 +9.1 

合計 20,362 △7.1 

(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。 
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