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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 5,474 △2.5 359 △21.0 372 △21.6 212 △24.7
25年3月期第3四半期 5,615 40.5 454 82.1 475 78.1 281 121.7

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 38.18 ―
25年3月期第3四半期 50.69 ―

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 6,210 3,152 50.8
25年3月期 5,813 3,027 52.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,152百万円 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 ： 有 
 平成25年３月期 期末配当金の内訳 普通配当12円00銭 特別配当８円00銭 
 平成26年３月期 期末配当金の内訳 普通配当12円00銭 特別配当６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） 18.00 18.00

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 7,700 5.4 532 20.9 550 12.6 317 7.9 57.12



(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
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 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3Q 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3Q 5,558,832 株 25年3月期3Q 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３四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継続や個人消費拡大等により、景

況感の本格的な回復が伝えられております。 

当第３四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、海外

ＯＤＡ案件の納入等もあり、全般的に堅調に推移いたしました。他方、各種費用等固定費の増大や研究

開発費の増加がありました。この結果、前第３四半期累計期間より大幅減益となったものの、受注は洗

浄吸引型路面清掃車をはじめ好調に推移し、高水準の今期納入分受注残高となっております。 

業績(数値)につきましては、前第３四半期累計期間に比べ受注高は398百万円増の6,122百万円(前年

同四半期比7.0％増)、売上高は141百万円減の5,474百万円(前年同四半期比2.5％減)となりました。損

益につきましては、営業利益は95百万円減の359百万円(前年同四半期比21.0％減)、経常利益は102百万

円減の372百万円(前年同四半期比21.6％減)、四半期純利益は69百万円減の212百万円(前年同四半期比

24.7％減)を計上することとなりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末残高に比べ397百万円増加し、6,210百万円となり

ました。これは主に、たな卸資産の増加197百万円、売上債権の増加115百万円及び現金及び預金の増加

44百万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271百万円増加し、3,057百万円となりました。これは主に、仕入債

務の増加215百万円及び引当金の増加79百万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125百万円増加し、3,152百万円となりました。これは主に、剰余

金の配当85百万円はありましたが、四半期純利益の計上212百万円等によるものであります。 

  

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26年２月５日)公表の「業績予想及び配当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。 

  

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

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,682 904,305

受取手形及び売掛金 1,726,202 1,841,941

商品及び製品 112,647 323,743

仕掛品 644,919 638,263

原材料及び貯蔵品 267,364 260,307

繰延税金資産 107,062 137,050

その他 43,481 28,092

貸倒引当金 △5,723 △54

流動資産合計 3,755,635 4,133,650

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 430,029 413,912

土地 1,254,363 1,254,363

その他（純額） 102,087 141,756

有形固定資産合計 1,786,480 1,810,032

無形固定資産 55,912 58,594

投資その他の資産   

繰延税金資産 100,659 94,602

その他 125,009 121,887

貸倒引当金 △10,394 △8,177

投資その他の資産合計 215,274 208,312

固定資産合計 2,057,668 2,076,938

資産合計 5,813,303 6,210,589
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(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 1,934,530 2,150,463

未払法人税等 79,611 104,247

賞与引当金 143,924 220,793

役員賞与引当金 24,275 28,721

製品保証引当金 50,000 45,000

その他 312,917 264,478

流動負債合計 2,545,258 2,813,704

固定負債   

退職給付引当金 138,714 141,918

その他 102,133 102,133

固定負債合計 240,847 244,051

負債合計 2,786,105 3,057,755

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 2,481,852

自己株式 △1,773 △1,785

株主資本合計 3,023,077 3,149,788

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,120 3,045

評価・換算差額等合計 4,120 3,045

純資産合計 3,027,197 3,152,833

負債純資産合計 5,813,303 6,210,589
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(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 5,615,495 5,474,264

売上原価 4,260,194 4,143,937

売上総利益 1,355,300 1,330,327

販売費及び一般管理費 900,463 971,161

営業利益 454,836 359,165

営業外収益   

受取利息 136 118

受取賃貸料 10,174 11,060

その他 11,184 3,153

営業外収益合計 21,495 14,333

営業外費用   

支払利息 31 19

為替差損 711 842

その他 174 5

営業外費用合計 917 867

経常利益 475,414 372,631

特別利益   

固定資産売却益 9 －

特別利益合計 9 －

特別損失   

固定資産除却損 77 1,394

特別損失合計 77 1,394

税引前四半期純利益 475,346 371,236

法人税、住民税及び事業税 167,919 182,923

法人税等調整額 25,670 △23,930

法人税等合計 193,590 158,992

四半期純利益 281,756 212,243
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当第３四半期会計期間（自  平成25年10月１日  至  平成25年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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３四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。 

  

（３）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 3,570,013 △0.3

汚泥吸引作業車 121,451 △33.1

定置型吸引機 57,983 △17.0

高圧洗浄車 759,798 ＋13.3

ビルメンテナンス用清掃車 20,919 ＋200.9

粉粒体吸引・圧送車 54,243 △64.7

部品売上 500,283 ＋3.4

その他 368,794 ＋15.4

合計 5,453,487 △0.3
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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 3,893,747 ＋3.5 2,104,156 ＋7.1

汚泥吸引作業車 144,250 △31.8 90,750 △0.8

定置型吸引機 69,450 ＋9.7 64,500 ＋346.4

高圧洗浄車 764,495 ＋15.6 514,448 ＋77.1

ビルメンテナンス用清掃車 27,200 ＋177.6 15,200 ＋55.1

粉粒体吸引・圧送車 103,800 △4.2 75,800 ＋18.4

部品売上 500,283 ＋3.4 ― ―

その他 619,063 ＋45.8 448,187 ＋136.6

合計 6,122,289 ＋7.0 3,313,041 ＋26.3
 

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 3,737,642 △0.0

汚泥吸引作業車 106,800 △28.1

定置型吸引機 49,300 △27.0

高圧洗浄車 698,064 ＋9.5

ビルメンテナンス用清掃車 21,800 ＋47.6

粉粒体吸引・圧送車 67,500 △66.7

部品売上 500,283 ＋3.4

その他 292,873 △9.0

合計 5,474,264 △2.5
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