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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 43,386 3.5 3,323 4.8 3,411 7.2 2,037 103.5
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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,961百万円 （152.9％） 25年3月期第3四半期 1,171百万円 （△5.8％）

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

26年3月期第3四半期 45.70 ―
25年3月期第3四半期 22.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 86,796 41,386 46.2
25年3月期 78,133 39,197 48.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 40,137百万円 25年3月期 37,987百万円

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

25年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年3月期 ― 9.00 ―
26年3月期（予想） 9.00 18.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 1.3 6,300 0.5 6,500 1.1 2,900 1.1 65.06



(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

(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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 46,918,542 株 25年3月期 46,918,542 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,350,103 株 25年3月期 2,336,217 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 44,575,921 株 25年3月期3Q 44,598,792 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策、金融政策を背景に、
緩やかな回復基調をたどりましたが、円安進行による原材料価格の上昇や海外経済の下振れ懸
念、近隣諸国との関係悪化などもあり、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、新製品の開発に取り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43,386百万円（前年同四半期

比1,459百万円増、3.5％増）、営業利益は3,323百万円（前年同四半期比153百万円増、4.8％
増）、経常利益は3,411百万円（前年同四半期比228百万円増、7.2％増）、四半期純利益は2,037
百万円（前年同四半期比1,036百万円増、103.5％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最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、受注の拡大が業績に大きく貢献し、売上高は20,205百万円（前年同四半期

比12.4％増）となりました。 
②防災 
防災事業は、消火器及びスプリネックスの販売が第４四半期に偏重する見通しであるため、

売上高は11,401百万円（前年同四半期比3.7％減）となりました。 
③産業機械 
産業機械事業は、受注が好調に推移する一方、製品の納入が第４四半期に偏重する見通しで

あるため、売上高は3,254百万円（前年同四半期比16.2％減）となりました。 
④環境車輌 
環境車輌事業は、受注が好調に推移しており、売上高は6,797百万円（前年同四半期比6.3％

増）となりました。 
⑤自転車 
自転車事業は、スポーツ車の販売が伸長したものの、軽快車の販売が低調であったこともあ

り、売上高は1,727百万円（前年同四半期比5.6％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)  財政状態に関する説明 

（財政状態の分析） 
当第３四半期連結会計期間の総資産は86,796百万円（前連結会計年度末比8,662百万円の増

加）となりました。 
流動資産は、44,403百万円となり3,998百万円増加しました。これは主に、たな卸資産の増加

6,838百万円の一方で、現金及び預金の減少2,090百万円によるものです。 
固定資産は、42,392百万円となり4,663百万円増加しました。うち有形固定資産は、30,463百

万円となり1,925百万円増加し、無形固定資産は、1,406百万円となり200百万円増加し、投資そ
の他の資産は、10,521百万円となり2,537百万円増加しました。 
流動負債は、32,982百万円となり6,073百万円増加しました。これは主に、短期借入金の増加

7,904百万円の一方で、１年内返済予定の長期借入金の減少2,648百万円によるものです。 
固定負債は、12,427百万円となり400百万円増加しました。 
純資産は、41,386百万円となり2,188百万円増加しました。これは主に、四半期純利益の計上

2,037百万円、その他有価証券評価差額金の増加552百万円の一方で、剰余金の配当757百万円に
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48.6％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2,072百

万円減少の6,676百万円となりました。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、2,220百万円の支出（前年同四半期は1,211百万円の

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3,402百万円の計上、売上債権
の減少額1,786百万円、仕入債務の増加額1,936百万円の一方で、たな卸資産の増加額6,730百
万円、法人税等の支払額2,689百万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、4,044百万円の支出（前年同四半期は1,012百万円の

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2,615百万円、投資有価証
券の取得による支出1,430百万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、4,133百万円の収入（前年同四半期は105百万円の収

入）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額7,723百万円の一方で、長期借入金の
返済による支出2,922百万円、配当金の支払額744百万円等によるものです。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年１月24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 

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,784 6,694

受取手形及び売掛金 21,041 19,611

電子記録債権 － 29

商品及び製品 1,891 2,542

仕掛品 3,679 8,644

原材料及び貯蔵品 2,529 3,752

その他 2,541 3,187

貸倒引当金 △63 △58

流動資産合計 40,404 44,403

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,916 6,932

機械装置及び運搬具（純額） 1,407 1,611

土地 19,268 20,294

建設仮勘定 648 1,316

その他（純額） 297 308

有形固定資産合計 28,538 30,463

無形固定資産 1,206 1,406

投資その他の資産   

その他 8,025 10,560

貸倒引当金 △41 △38

投資その他の資産合計 7,984 10,521

固定資産合計 37,728 42,392

資産合計 78,133 86,796
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,582 10,862

電子記録債務 2,232 7,119

短期借入金 949 8,854

1年内返済予定の長期借入金 3,146 498

未払法人税等 1,886 791

賞与引当金 989 483

役員賞与引当金 143 88

製品保証引当金 273 287

その他 3,704 3,995

流動負債合計 26,908 32,982

固定負債   

長期借入金 5,278 5,204

退職給付引当金 1,837 1,955

役員退職慰労引当金 162 147

その他 4,748 5,120

固定負債合計 12,027 12,427

負債合計 38,935 45,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,746 4,746

資本剰余金 3,742 3,743

利益剰余金 31,557 32,836

自己株式 △1,056 △1,068

株主資本合計 38,989 40,257

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 961 1,514

繰延ヘッジ損益 9 28

土地再評価差額金 △1,774 △1,774

為替換算調整勘定 △198 111

その他の包括利益累計額合計 △1,001 △120

少数株主持分 1,209 1,249

純資産合計 39,197 41,386

負債純資産合計 78,133 86,796
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 41,927 43,386

売上原価 30,802 31,642

売上総利益 11,124 11,743

販売費及び一般管理費 7,954 8,419

営業利益 3,170 3,323

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 58 74

受取賃貸料 68 69

持分法による投資利益 41 67

その他 111 133

営業外収益合計 291 354

営業外費用   

支払利息 189 190

賃貸費用 25 25

その他 64 51

営業外費用合計 279 267

経常利益 3,182 3,411

特別利益   

固定資産売却益 0 19

特別利益合計 0 19

特別損失   

固定資産除売却損 21 16

投資有価証券評価損 137 －

会員権評価損 2 12

減損損失 1,304 －

その他 0 －

特別損失合計 1,467 28

税金等調整前四半期純利益 1,715 3,402

法人税等 777 1,459

少数株主損益調整前四半期純利益 938 1,943

少数株主損失（△） △62 △93

四半期純利益 1,001 2,037
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 938 1,943

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 170 556

繰延ヘッジ損益 37 15

為替換算調整勘定 14 271

持分法適用会社に対する持分相当額 9 175

その他の包括利益合計 232 1,017

四半期包括利益 1,171 2,961

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,219 2,918

少数株主に係る四半期包括利益 △48 42
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,715 3,402

減価償却費 853 908

減損損失 1,304 －

のれん償却額 75 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △8

受取利息及び受取配当金 △69 △84

支払利息 189 190

持分法による投資損益（△は益） △41 △67

有形固定資産除売却損益（△は益） 21 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 137 －

会員権評価損 2 12

売上債権の増減額（△は増加） 4,618 1,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,985 △6,730

仕入債務の増減額（△は減少） △759 1,936

その他 △846 △796

小計 1,195 546

利息及び配当金の受取額 73 92

利息の支払額 △148 △169

法人税等の支払額 △2,332 △2,689

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,211 △2,220

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 △1,251 △2,615

有形固定資産の売却による収入 234 100

無形固定資産の取得による支出 △75 △55

投資有価証券の取得による支出 △1 △1,430

関係会社株式の売却による収入 52 －

貸付けによる支出 △0 △8

その他 30 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 △4,044

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） 871 7,723

長期借入れによる収入 180 100

長期借入金の返済による支出 △109 △2,922

自己株式の取得による支出 △13 △11

配当金の支払額 △810 △744

少数株主への配当金の支払額 △4 △3

その他 △8 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 105 4,133

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,108 △2,072

現金及び現金同等物の期首残高 8,667 8,748

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,559 6,676
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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。 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25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 20,205 11,401 3,254 6,797 1,727 43,386

  セグメント間の内部売上高又は振替高 137 263 8 105 0 516

計 20,343 11,665 3,263 6,903 1,727 43,902

セグメント利益又は損失（△） 2,150 694 31 574 △131 3,318

 

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 3,318
セグメント間取引消去 4
棚卸資産の調整額 0
四半期連結損益計算書の営業利益 3,323

 

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 19,911 +13.5 

防災 5,709 △1.1 

産業機械 3,993 +2.0 

環境車輌 7,081 +9.4 

自転車 156 +24.8 

合計 36,852 +8.9 

(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 31,171 +8.0 16,067 △5.9 

防災 4,002 +11.7 1,329 +37.4 

産業機械 4,511 +42.4 4,158 +34.1 

環境車輌 8,110 +15.5 2,797 +24.0 

合計 47,796 +12.1 24,353 +4.1 

(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。 

４ 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 20,205 +12.4 

防災 11,401 △3.7 

産業機械 3,254 △16.2 

環境車輌 6,797 +6.3 

自転車 1,727 △5.6 

合計 43,386 +3.5 

(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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