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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 1,844 3.2 180 20.2 184 16.9 111 17.0
25年3月期第1四半期 1,786 165.8 149 ― 157 ― 95 ―

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1四半期 20.10 ―
25年3月期第1四半期 17.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 5,577 3,050 54.7
25年3月期 5,813 3,027 52.1
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 3,050百万円 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 普通配当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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,656 △2.3 222 △17.5 230 △19.6 131 △22.2 23.74
通期 7,000 △4.1 385 △12.5 400 △18.1 234 △20.2 42.23



(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1Q 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1Q 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1Q 5,558,832 株 25年3月期1Q 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１四半期累計期間における我が国経済は、外国為替の円安進行等により、輸出企業を中心に景況

感の本格的な回復傾向が伝えられております。 

当第１四半期累計期間は、株式上場以来最高額の期初受注残を背景に、前事業年度から引き続き高水

準の生産活動を維持いたしました。大口案件の納入があり、またレンタル向け強力吸引作業車・高圧洗

浄車も好調に推移いたしました。この結果、前第１四半期累計期間に比べ、一層の業績向上となり、受

注も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１四半期累計期間に比べ受注高は102百万円減の1,804百万円(前年

同四半期比5.4％減)、売上高は57百万円増の1,844百万円(前年同四半期比3.2％増)となりました。損益

につきましては、営業利益は30百万円増の180百万円(前年同四半期比20.2％増)、経常利益は26百万円

増の184百万円(前年同四半期比16.9％増)、四半期純利益は16百万円増の111百万円(前年同四半期比

17.0％増)を計上することとなりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末残高に比べ235百万円減少し、5,577百万円となり

ました。これは主に、売上債権の増加306百万円等はありましたが、現金及び預金の減少353百万円及び

たな卸資産の減少156百万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258百万円減少し、2,527百万円となりました。これは主に、短期借

入金の増加97百万円等はありましたが、仕入債務の減少190百万円、引当金の減少89百万円及び未払法

人税等の減少42百万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23百万円増加し、3,050百万円となりました。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111百万円によるものであります。 

  

平成26年３月期第２四半期累計期間の業績予想を修正しております。  

詳細は本日(平成25年８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。  

  

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１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 859,682 506,321

受取手形及び売掛金 1,726,202 2,032,529

商品及び製品 112,647 58,468

仕掛品 644,919 554,007

原材料及び貯蔵品 267,364 255,772

繰延税金資産 107,062 70,480

その他 43,481 39,917

貸倒引当金 △5,723 △20

流動資産合計 3,755,635 3,517,477

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 430,029 421,630

土地 1,254,363 1,254,363

その他（純額） 102,087 114,176

有形固定資産合計 1,786,480 1,790,170

無形固定資産 55,912 58,066

投資その他の資産   

繰延税金資産 100,659 99,577

その他 125,009 120,932

貸倒引当金 △10,394 △8,777

投資その他の資産合計 215,274 211,732

固定資産合計 2,057,668 2,059,969

資産合計 5,813,303 5,577,447
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,934,530 1,743,543

短期借入金 － 97,000

未払法人税等 79,611 36,832

賞与引当金 143,924 76,365

役員賞与引当金 24,275 2,222

製品保証引当金 50,000 46,000

その他 312,917 280,166

流動負債合計 2,545,258 2,282,130

固定負債   

退職給付引当金 138,714 142,937

その他 102,133 102,145

固定負債合計 240,847 245,083

負債合計 2,786,105 2,527,213

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 2,381,339

自己株式 △1,773 △1,785

株主資本合計 3,023,077 3,049,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,120 958

評価・換算差額等合計 4,120 958

純資産合計 3,027,197 3,050,233

負債純資産合計 5,813,303 5,577,447
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,786,806 1,844,677

売上原価 1,372,898 1,391,239

売上総利益 413,908 453,437

販売費及び一般管理費 264,155 273,398

営業利益 149,752 180,039

営業外収益   

受取利息 61 60

受取賃貸料 3,333 3,620

保険解約返戻金 2,394 －

その他 2,938 841

営業外収益合計 8,728 4,522

営業外費用   

支払利息 31 2

為替差損 754 223

その他 － 1

営業外費用合計 785 228

経常利益 157,695 184,333

特別損失   

固定資産除却損 77 0

特別損失合計 77 0

税引前四半期純利益 157,617 184,333

法人税、住民税及び事業税 788 34,940

法人税等調整額 61,311 37,663

法人税等合計 62,100 72,603

四半期純利益 95,517 111,730
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当第１四半期会計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

生産、受注及び販売の状況 

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１四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

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 1,196,112 ＋3.7

汚泥吸引作業車 31,566 ＋35.4

定置型吸引機 22,292 ＋15.3

高圧洗浄車 222,101 ＋17.9

ビルメンテナンス用清掃車 2,885 △58.5

粉粒体吸引・圧送車 19,719 △71.2

部品売上 157,916 △0.1

その他 87,297 ＋34.5

合計 1,739,893 ＋3.4
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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 1,291,191 ＋8.3 1,917,980 ＋6.5

汚泥吸引作業車 30,850 △64.3 61,350 △46.6

定置型吸引機 4,000 △90.7 40,950 △30.0

高圧洗浄車 145,301 △44.7 400,920 ＋3.5

ビルメンテナンス用清掃車 12,000 ― 12,000 ―

粉粒体吸引・圧送車 68,000 ― 68,000 ＋1.0

部品売上 157,916 △0.1 ― ―

その他 95,591 △42.2 123,989 △40.4

合計 1,804,851 △5.4 2,625,190 △0.4

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 1,321,262 △1.0

汚泥吸引作業車 22,800 ―

定置型吸引機 7,400 ＋142.6

高圧洗浄車 192,399 ＋35.3

ビルメンテナンス用清掃車 9,800 △33.7

粉粒体吸引・圧送車 39,500 △56.5

部品売上 157,916 △0.1

その他 93,598 ＋113.3

合計 1,844,677 ＋3.2
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