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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

(注) 平成25年４月１日付で普通株式１株につき普通株式1.3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１
株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

26年3月期第2四半期 3,640 △2.7 279 3.7 288 0.7 170 0.3
25年3月期第2四半期 3,742 55.5 269 156.8 286 143.5 169 181.1

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

26年3月期第2四半期 30.63 ―
25年3月期第2四半期 30.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 5,787 3,108 53.7
25年3月期 5,813 3,027 52.1
（参考） 自己資本  26年3月期第2四半期  3,108百万円 25年3月期  3,027百万円

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  
 平成25年３月期 期末配当金の内訳 普通株式12円00銭 特別配当８円00銭 

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 12.00 12.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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  ：  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 7,200 △1.4 484 9.9 500 2.3 291 △1.0 52.43



(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） 

(注) 平成25年４月１日付で普通株式１株につき普通株式1.3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 5,564,000 株 25年3月期 5,564,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 5,168 株 25年3月期 5,168 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,558,832 株 25年3月期2Q 5,558,832 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、外国為替の円安傾向での安定等により、輸出企業を中心

に景況感の本格的な回復が伝えられております。 

当第２四半期累計期間の業績につきましては、前事業年度から引き続き、高水準の生産活動を維持しま

した。大口案件やレンタル向け強力吸引作業車・高圧洗浄車をはじめ、洗浄吸引型路面清掃車の納入等も

あり、全般的に好調に推移いたしました。この結果、前第２四半期累計期間と同水準の業績となり、受注

も洗浄吸引型路面清掃車が好調等、引き続き高水準で推移しております。 

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114百万円減の3,667百万円(前年同

四半期比3.0％減)、売上高は102百万円減の3,640百万円(前年同四半期比2.7％減)となりました。損益に

つきましては、営業利益は９百万円増の279百万円(前年同四半期比3.7％増)、経常利益は１百万円増の

288百万円(前年同四半期比0.7％増)、四半期純利益は０百万円増の170百万円(前年同四半期比0.3％増)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総資産は、前事業年度末残高に比べ25百万円減少し、5,787百万円となりま

した。これは主に、売上債権の増加315百万円等はありましたが、現金及び預金の減少278百万円及びたな

卸資産の減少99百万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107百万円減少し、2,678百万円となりました。これは主に、引当金の

増加93百万円等はありましたが、仕入債務の減少174百万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81百万円増加し、3,108百万円となりました。これは主に、剰余金

の配当85百万円等はありましたが、四半期純利益の計上170百万円によるものであります。 

  

営業活動の結果使用した資金は、50百万円(前年同四半期は得られた資金26百万円)となりました。これ

は主に、税引前四半期純利益の計上はありましたが、売上債権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65百万円増加し、118百万円(前年同四半

期比121.5％増)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、前第２四半期累計期間に比べ45百万円減少し、80百万円(前年同四半

期比36.0％減)となりました。これは主に、配当金の支払い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249百万

円減少し、369百万円(前期比40.3％減)となりました。 

  

平成26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25年11月６日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

①財政状態

②キャッシュ・フローの状況

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,682 581,470

受取手形及び売掛金 1,726,202 2,041,714

商品及び製品 112,647 162,428

仕掛品 644,919 501,185

原材料及び貯蔵品 267,364 262,196

繰延税金資産 107,062 158,860

その他 43,481 17,239

貸倒引当金 △5,723 －

流動資産合計 3,755,635 3,725,095

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 430,029 413,232

土地 1,254,363 1,254,363

その他（純額） 102,087 127,145

有形固定資産合計 1,786,480 1,794,740

無形固定資産 55,912 59,747

投資その他の資産   

繰延税金資産 100,659 96,327

その他 125,009 119,955

貸倒引当金 △10,394 △8,477

投資その他の資産合計 215,274 207,805

固定資産合計 2,057,668 2,062,293

資産合計 5,813,303 5,787,388
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,934,530 1,759,840

未払法人税等 79,611 169,703

賞与引当金 143,924 250,049

役員賞与引当金 24,275 13,050

製品保証引当金 50,000 47,000

その他 312,917 196,708

流動負債合計 2,545,258 2,436,350

固定負債   

退職給付引当金 138,714 140,507

その他 102,133 102,138

固定負債合計 240,847 242,645

負債合計 2,786,105 2,678,996

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 2,355,129 2,439,864

自己株式 △1,773 △1,785

株主資本合計 3,023,077 3,107,800

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,120 592

評価・換算差額等合計 4,120 592

純資産合計 3,027,197 3,108,392

負債純資産合計 5,813,303 5,787,388
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 3,742,218 3,640,159

売上原価 2,877,242 2,749,710

売上総利益 864,975 890,448

販売費及び一般管理費 595,692 611,197

営業利益 269,282 279,251

営業外収益   

受取利息 100 67

受取賃貸料 6,723 7,342

その他 10,839 1,938

営業外収益合計 17,664 9,348

営業外費用   

支払利息 31 19

為替差損 781 521

その他 3 3

営業外費用合計 817 544

経常利益 286,129 288,055

特別損失   

固定資産除却損 77 37

特別損失合計 77 37

税引前四半期純利益 286,051 288,017

法人税、住民税及び事業税 107,155 165,227

法人税等調整額 9,184 △47,465

法人税等合計 116,340 117,762

四半期純利益 169,711 170,255
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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24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25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 286,051 288,017

減価償却費 37,837 44,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,103 △7,640

賞与引当金の増減額（△は減少） 117,898 106,125

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △847 △11,225

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,000 △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,662 1,792

受取利息及び受取配当金 △380 △600

支払利息 31 19

売上債権の増減額（△は増加） 118,321 △313,595

たな卸資産の増減額（△は増加） 84,337 99,120

仕入債務の増減額（△は減少） △157,401 △92,098

長期未払金の増減額（△は減少） △138,109 5

その他 △138,779 △87,378

小計 210,518 23,946

利息及び配当金の受取額 692 600

利息の支払額 △25 △19

法人税等の支払額 △184,467 △75,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,717 △50,786

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 △175,852 △153,500

定期預金の払戻による収入 159,222 181,829

有形固定資産の取得による支出 △30,842 △107,870

無形固定資産の取得による支出 △13,976 △39,126

その他 7,731 △296

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,717 △118,964

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） △36,000 －

リース債務の返済による支出 △868 －

配当金の支払額 △88,277 △80,119

その他 － △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,146 △80,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △807 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,954 △249,882

現金及び現金同等物の期首残高 769,516 619,762

現金及び現金同等物の四半期末残高 616,562 369,879
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当第２四半期会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25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25年４月１日 至 平成25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）四半期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）

（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 2,265,714 △5.8

汚泥吸引作業車 63,295 △42.9

定置型吸引機 45,226 △17.3

高圧洗浄車 483,474 ＋5.6

ビルメンテナンス用清掃車 6,165 △11.3

粉粒体吸引・圧送車 42,418 △57.0

部品売上 322,957 ＋1.8

その他 199,861 ＋14.8

合計 3,429,114 △5.4
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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。 

  

 
（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。 

  

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 2,388,837 ＋1.3 1,842,080 ＋4.8

汚泥吸引作業車 77,050 △62.2 89,550 △28.8

定置型吸引機 66,450 ＋55.0 82,450 ＋649.5

高圧洗浄車 353,796 △24.5 356,420 ＋9.1

ビルメンテナンス用清掃車 12,000 ― 12,000 ―

粉粒体吸引・圧送車 69,000 △35.9 41,000 △61.9

部品売上 322,957 ＋1.8 ― ―

その他 377,162 ＋32.8 268,610 ＋18.1

合計 3,667,253 △3.0 2,692,110 ＋5.3

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 2,494,808 △1.9

汚泥吸引作業車 40,800 △61.7

定置型吸引機 28,350 △43.9

高圧洗浄車 445,394 ＋9.1

ビルメンテナンス用清掃車 9,800 △33.7

粉粒体吸引・圧送車 67,500 △57.3

部品売上 322,957 ＋1.8

その他 230,549 ＋61.0

合計 3,640,159 △2.7
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