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1. 平成27年3月期第1四半期の業績（平成26年4月1日～平成26年6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 ％

27年3月期第1四半期 1,770 △4.0 178 △0.7 184 0.2 116 4.3
26年3月期第1四半期 1,844 3.2 180 20.2 184 16.9 111 17.0

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

27年3月期第1四半期 20.97 ―
26年3月期第1四半期 20.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 6,452 3,305 51.2
26年3月期 6,780 3,287 48.5
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 3,305百万円 26年3月期 3,287百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3. 平成27年 3月期の業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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) 4,000 9.9 291 4.5 300 4.1 183 7.5 32.93
通期 7,700 △2.2 537 △3.5 550 △6.9 333 △4.5 60.05



(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） 27年3月期1Q 5,564,000 株 26年3月期 5,564,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 5,168 株 26年3月期 5,168 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 5,558,832 株 26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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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１四半期累計期間における我が国経済は、消費税増税の反動による個人消費の落ち込みはあるものの、全体

としては順調な景気回復が見られます。 

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活発な生産活動

を維持いたしました。売上高は前第１四半期累計期間に比べ減少しましたが、大口案件の納入に加え、主力製品で

ある強力吸引作業車・高圧洗浄車ともに引き続き好調に推移しております。 

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711百万円増の2,516百万円(前年同四半期比

39.4％増)、売上高は73百万円減の1,770百万円(前年同四半期比4.0％減)となりました。損益につきましては、営業

利益は１百万円減の178百万円(前年同四半期比0.7％減)、経常利益は０百万円増の184百万円(前年同四半期比0.2％

増)、四半期純利益は４百万円増の116百万円(前年同四半期比4.3％増)を計上することとなりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

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327百万円減少し、6,452百万円となりました。こ

れは主に、たな卸資産の増加177百万円等はありましたが、売上債権の減少308百万円、現金及び預金の減少92百万

円及び繰延税金資産の減少66百万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345百万円減少し、3,146百万円となりました。これは主に、未払法人税等の減

少195百万円及び引当金の減少186百万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17百万円増加し、3,305百万円となりました。これは主に、剰余金の配当100

百万円はありましたが、四半期純利益の計上116百万円等によるものであります。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27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26年８月５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。 

  

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 

 該当事項はありません。 

  

（２）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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３．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表  

  

 

                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,259,747 1,167,172 

    受取手形及び売掛金 2,158,127 1,849,557 

    商品及び製品 235,143 260,473 

    仕掛品 529,169 667,442 

    原材料及び貯蔵品 258,272 272,253 

    繰延税金資産 127,856 61,771 

    その他 45,818 22,949 

    貸倒引当金 △39 ― 

    流動資産合計 4,614,097 4,301,621 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物（純額） 433,330 425,626 

      土地 1,254,363 1,254,363 

      その他（純額） 177,068 170,656 

      有形固定資産合計 1,864,762 1,850,647 

    無形固定資産 75,562 74,244 

    投資その他の資産     

      繰延税金資産 113,425 112,942 

      その他 120,570 121,067 

      貸倒引当金 △7,877 △7,577 

      投資その他の資産合計 226,118 226,432 

    固定資産合計 2,166,443 2,151,324 

  資産合計 6,780,540 6,452,946 
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                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 2,440,466 2,474,893 

    未払法人税等 198,099 2,417 

    賞与引当金 196,710 52,976 

    役員賞与引当金 46,615 2,222 

    製品保証引当金 44,000 41,000 

    その他 322,069 324,658 

    流動負債合計 3,247,961 2,898,167 

  固定負債     

    退職給付引当金 142,471 146,694 

    その他 102,127 102,126 

    固定負債合計 244,599 248,820 

  負債合計 3,492,560 3,146,988 

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 2,619,056 2,635,542 

    自己株式 △1,785 △1,785 

    株主資本合計 3,286,992 3,303,478 

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 987 2,479 

    評価・換算差額等合計 987 2,479 

  純資産合計 3,287,979 3,305,957 

負債純資産合計 6,780,540 6,452,946 
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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25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 1,844,677 1,770,721 

売上原価 1,391,239 1,310,384 

売上総利益 453,437 460,336 

販売費及び一般管理費 273,398 281,525 

営業利益 180,039 178,811 

営業外収益     

  受取利息 60 47 

  受取賃貸料 3,620 3,838 

  その他 841 1,962 

  営業外収益合計 4,522 5,848 

営業外費用     

  支払利息 2 ― 

  為替差損 223 ― 

  その他 1 5 

  営業外費用合計 228 5 

経常利益 184,333 184,654 

特別損失     

  固定資産除却損 0 ― 

  特別損失合計 0 ― 

税引前四半期純利益 184,333 184,654 

法人税、住民税及び事業税 34,940 840 

法人税等調整額 37,663 67,267 

法人税等合計 72,603 68,108 

四半期純利益 111,730 116,545 
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（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） 

 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。 

  

４．補足情報 

（１）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業務の単一事業であるため、セグメント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。 

  

① 生産実績 

   

(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。 

  

② 受注実績 

   

(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。 

  

 

品目 生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

強力吸引作業車 1,197,693 ＋0.1 

汚泥吸引作業車 55,844 ＋76.9 

定置型吸引機 21,655 △2.9 

高圧洗浄車 345,269 ＋55.5 

粉粒体吸引・圧送車 9 △99.9 

部品売上 197,228 ＋24.9 

その他 183,573 ＋110.3 

合計 2,001,275 ＋15.0 
 

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 1,653,416 ＋28.1 2,439,497 ＋27.2 

汚泥吸引作業車 32,100 ＋4.1 83,486 ＋36.1 

定置型吸引機 4,000 ― 22,900 △44.1 

高圧洗浄車 249,040 ＋71.4 526,849 ＋31.4 

粉粒体吸引・圧送車 ― ― 43,055 △36.7 

部品売上 197,228 ＋24.9 ― ― 

その他 380,244 ＋297.8 366,915 ＋195.9 

合計 2,516,029 ＋39.4 3,482,704 ＋32.7 
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③ 販売実績 

   

(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 粉粒体吸引・圧送車の販売実績はありません。 

  

 

品目 販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

強力吸引作業車 1,066,901 △19.3 

汚泥吸引作業車 46,150 ＋102.4 

定置型吸引機 44,000 ＋494.6 

高圧洗浄車 272,798 ＋41.8 

部品売上 197,228 ＋24.9 

その他 143,642 ＋53.5 

合計 1,770,721 △4.0 
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