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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,406 25.3 104 ― 117 ― 60 ―

23年3月期第2四半期 1,919 1.3 △44 ― △30 ― △39 ―

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 14.12 ―

23年3月期第2四半期 △9.23 ―

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 4,939 2,629 53.2
23年3月期 4,592 2,617 57.0

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  2,629百万円 23年3月期  2,617百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 12.00 12.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  有  
 

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 5,500 22.0 180 140.0 203 105.1 117 27.2 27.50



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 4,280,000 株 23年3月期 4,280,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,957 株 23年3月期 3,957 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,276,043 株 23年3月期2Q 4,276,696 株

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づ
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、東日本大震災による落ち込みからゆるやかに持ち直しつ

つありますが、円高の長期化、欧州の信用不安増大等の影響で先行き不透明な状況が継続しております。

当社では、東日本大震災の影響により、シャーシの搬入が不安定な状況にありましたが、７月以降に供

給が正常化したことにより、当社も生産体制を強化し、納期遅れへの対応や、中型車ポスト新長期排出ガ

ス規制実施前の買替需要への対応を進めてまいりました。この結果、売上高・利益ともに前第２四半期累

計期間を上回ることができました。 

また当第２四半期累計期間は、製鉄・製鋼所向けの作業車や、大震災の復旧・復興に向けた強力吸引作

業車及び高圧洗浄車の受注が増加しております。特殊製品でも、高速道路会社及び官公庁向け「水循環式

排水管清掃車」５台、柑橘類果皮から精油を採る「マイクロ波抽出装置」４台等の受注があり、受注高・

受注残高は前第２四半期累計期間に比べて増加しております。 

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1,072百万円増の3,420百万円(前年

同四半期比45.7％増)、売上高は486百万円増の2,406百万円(前年同四半期比25.3％増)となりました。損

益につきましては、営業利益は104百万円(前年同四半期は営業損失44百万円)、経常利益は117百万円(前

年同四半期は経常損失30百万円)、四半期純利益は60百万円(前年同四半期は四半期純損失39百万円)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346百万円増加し、4,939百

万円となりました。これは主に、現預金の減少221百万円はありましたが、たな卸資産の増加477百万円及

び売上債権の増加70百万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333百万円増加し、2,309百万円となりました。これは主に、仕入債務

の増加311百万円等によるものであります。 

純資産は、前事業年度末残高に比べ12百万円増加し、2,629百万円となりました。これは主に、剰余金

の配当51百万円はありましたが、四半期純利益の計上60百万円等によるものであります。 

  

営業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140百万円増加し、154百万円(前年同四

半期比989.5％増)となりました。これは主に、仕入債務の増加はありましたが、たな卸資産の増加による

ものであります。 

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８百万円減少し、55百万円(前年同四半

期比13.1％減)となりました。これは主に、定期預金の払戻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、58百万円(前年同四半期は得られた資金22百万円)となりました。これ

は主に、配当金の支払い及び長期借入金の返済による支出等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269百万

円減少し、204百万円(前期比56.8％減)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

①財政状態

②キャッシュ・フローの状況
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平成24年３月期の業績予想を修正しております。 

詳細は本日(平成23年11月７日)公表の「業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 614,274 392,410

受取手形及び売掛金 1,447,963 1,518,458

商品及び製品 34,188 159,042

仕掛品 142,076 445,000

原材料及び貯蔵品 199,404 249,598

繰延税金資産 80,012 85,200

その他 13,527 27,472

貸倒引当金 △232 △72

流動資産合計 2,531,216 2,877,110

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 409,562 416,416

土地 1,254,363 1,254,363

その他（純額） 112,239 99,315

有形固定資産合計 1,776,165 1,770,095

無形固定資産 10,043 8,996

投資その他の資産   

繰延税金資産 147,905 150,147

その他 172,244 177,742

貸倒引当金 △44,772 △44,772

投資その他の資産合計 275,378 283,117

固定資産合計 2,061,587 2,062,209

資産合計 4,592,803 4,939,320
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(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 1,240,612 1,552,331

短期借入金 45,000 36,000

未払法人税等 23,895 60,894

賞与引当金 95,041 96,156

役員賞与引当金 － 4,795

製品保証引当金 34,000 34,000

その他 168,127 154,413

流動負債合計 1,606,675 1,938,590

固定負債   

退職給付引当金 126,968 129,902

その他 242,078 241,197

固定負債合計 369,046 371,099

負債合計 1,975,722 2,309,689

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 1,948,034 1,957,088

自己株式 △1,773 △1,773

株主資本合計 2,615,982 2,625,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,098 4,594

評価・換算差額等合計 1,098 4,594

純資産合計 2,617,081 2,629,630

負債純資産合計 4,592,803 4,939,320
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,919,892 2,406,289

売上原価 1,493,710 1,790,177

割賦販売未実現利益戻入額 3,275 －

売上総利益 429,457 616,112

販売費及び一般管理費 474,365 511,265

営業利益又は営業損失（△） △44,908 104,846

営業外収益   

受取利息 275 97

受取賃貸料 6,808 6,776

助成金収入 4,421 860

その他 4,569 5,354

営業外収益合計 16,075 13,089

営業外費用   

支払利息 457 158

為替差損 1,482 264

その他 5 2

営業外費用合計 1,945 425

経常利益又は経常損失（△） △30,778 117,510

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,036 －

特別利益合計 1,036 －

特別損失   

固定資産除却損 40 6,563

投資有価証券評価損 7,448 －

特別損失合計 7,488 6,563

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △37,230 110,947

法人税、住民税及び事業税 1,562 58,010

法人税等調整額 690 △7,429

法人税等合計 2,252 50,581

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,483 60,365
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△37,230 110,947

減価償却費 50,311 43,570

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,036 △159

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,732 1,115

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 4,795

製品保証引当金の増減額（△は減少） 5,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,922 2,933

受取利息及び受取配当金 △780 △602

支払利息 457 158

投資有価証券評価損益（△は益） 7,448 －

売上債権の増減額（△は増加） 33,861 △70,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,008 △477,971

仕入債務の増減額（△は減少） △62,504 280,097

その他 △4,539 △28,984

小計 △4,814 △134,596

利息及び配当金の受取額 558 757

利息の支払額 △460 △157

法人税等の支払額 △9,499 △20,883

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,215 △154,879

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 △113,912 △121,852

定期預金の払戻による収入 83,516 74,273

有形固定資産の取得による支出 △33,018 △8,901

有形固定資産の売却による収入 30 250

その他 △305 891

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,690 △55,339

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） 85,000 －

長期借入金の返済による支出 △9,600 △9,000

リース債務の返済による支出 △868 △868

配当金の支払額 △51,445 △48,224

その他 △322 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,763 △58,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 △898 △1,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,041 △269,443

現金及び現金同等物の期首残高 342,630 474,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 286,589 204,909
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当第２四半期会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23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。 

  

当社は、環境整備機器関連事業並びにこれらの付帯事業の単一事業であるため、セグメント情報ごと

に記載しておりません。 

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。 

  

（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

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

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 1,600,312 ＋33.5

汚泥吸引作業車 77,345 ＋193.0

定置型吸引機 66,904 ＋49.8

高圧洗浄車 407,378 ＋130.6

ビルメンテナンス用清掃車 7,853 ＋13.3

移動式汚泥脱水車 28,607 ＋65.3

粉粒体吸引・圧送車 87,875 △10.2

部品売上 301,055 ＋19.5

その他 284,609 ＋103.9

合計 2,861,943 ＋46.0
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（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・中古車及び修理改造等の受注が主なものであります。 

３ ビルメンテナンス用清掃車の受注高及び受注残高はありません。 

  

 
（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 移動式汚泥脱水車の販売実績はありません。 

  

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 1,890,959 ＋27.2 1,323,282 ＋41.2

汚泥吸引作業車 85,720 ＋96.6 64,900 ＋277.3

定置型吸引機 84,825 ＋78.0 57,000 ＋39.5

高圧洗浄車 435,324 ＋104.2 228,356 ＋83.7

移動式汚泥脱水車 33,950 △49.6 81,750 ＋21.5

粉粒体吸引・圧送車 111,300 ＋49.9 252,500 ＋245.9

部品売上 301,055 ＋19.5 ― ―

その他 476,946 ＋192.7 534,445 ＋728.8

合計 3,420,081 ＋45.7 2,542,233 ＋91.9

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 1,417,940 ＋18.8

汚泥吸引作業車 62,220 ＋135.7

定置型吸引機 39,775 ＋113.8

高圧洗浄車 377,002 ＋123.1

ビルメンテナンス用清掃車 9,500 △13.6

粉粒体吸引・圧送車 34,700 △63.8

部品売上 301,055 ＋19.5

その他 164,096 ＋6.7

合計 2,406,289 ＋25.3
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