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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 28,163 △11.1 810 △43.1 1,018 △34.6 504 △75.6

2020年３月期第２四半期 31,678 △0.8 1,424 30.3 1,557 12.9 2,065 183.5
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 1,686百万円( 72.5％)2020年３月期第２四半期 977百万円( △37.3％)
　

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

2021年３月期第２四半期 11.11 －

2020年３月期第２四半期 45.63 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 112,212 72,347 63.4

2020年３月期 115,753 71,334 60.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 71,141百万円 2020年３月期 70,150百万円
　

　
　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 19.00 － 19.00 38.00

2021年３月期 － 19.00

2021年３月期(予想) － 19.00 38.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 83,000 △4.5 8,100 △8.5 8,600 △7.8 5,400 △22.5 118.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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９ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 46,918,542株 2020年３月期 46,918,542株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,482,008株 2020年３月期 1,589,093株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 45,375,391株 2020年３月期２Ｑ 45,262,696株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う社会・経済活

動の制限により悪化し、緊急事態宣言解除後は国内の経済活動に回復の兆しがみられるものの、感染再拡大の懸念

もあり、先行きは極めて不透明な状況が続いております。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、従業員をはじめとしたステークホルダーへの罹患リスク

低減を図り、感染拡大防止に努めつつ企業活動を行ってまいりました。

当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、主力の消防車輌事業の国内受注が堅調に推移する一方、

新型コロナウイルス感染拡大による営業活動の制約や売上時期の遅延などにより、売上高は28,163百万円（前年同

四半期比3,515百万円減、11.1％減）、営業利益は810百万円（前年同四半期比614百万円減、43.1％減）、経常利益

は1,018百万円（前年同四半期比539百万円減、34.6％減）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、

前年同四半期に旧東京本社売却による固定資産売却益を計上したこともあり、504百万円（前年同四半期比1,561百

万円減、75.6％減）となりました。

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、国内事業は堅調に推移する一方、新型コロナウイルス感染拡大により海外売上の一部で第３

四半期以降へ延期等の影響もあったことから、売上高は13,942百万円(前年同四半期比12.5％減)となりました。

②防災

防災事業は、消火器の売上が新型コロナウイルス感染拡大の影響により低調に推移したことから、売上高は

7,290百万円(前年同四半期比8.9％減)となりました。

③産業機械

産業機械事業は、製品の売上が低調に推移したことから、売上高は2,050百万円(前年同四半期比21.5％減)とな

りました。

④環境車輌

環境車輌事業は、塵芥車の売上が低調に推移したことから、売上高は4,880百万円(前年同四半期比5.0％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

半期に集中する傾向にあります。

（２）財政状態に関する説明

　 （財政状態の分析）

当第２四半期連結会計期間の総資産は112,212百万円（前連結会計年度末比3,541百万円の減少）となりました。

流動資産は、59,697百万円となり4,473百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金が12,243百万円減

少した一方で、たな卸資産が6,929百万円増加したことによるものです。

固定資産は、52,514百万円となり931百万円増加しました。うち有形固定資産は、33,373百万円となり591百万円

減少し、無形固定資産は、3,147百万円となり321百万円減少しました。投資その他の資産は、15,993百万円となり

1,844百万円増加しました。これは主に投資有価証券が1,863百万円増加したことによるものです。

流動負債は、24,912百万円となり4,596百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,552百万円、

電子記録債務が1,778百万円、未払法人税等が1,562百万円減少したことによるものです。

固定負債は、14,951百万円となり41百万円増加しました。

純資産は、72,347百万円となり1,013百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計

上504百万円、その他有価証券評価差額金が1,233百万円増加した一方で、剰余金の配当により861百万円減少したこ

とによるものです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の60.6％から63.4％となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

当第２四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290百万円減少の15,135百万

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、1,042百万円の収入（前年同四半期は1,600百万円の支出）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益946百万円の計上、売上債権の減少額12,926百万円で資金が増加した

一方で、たな卸資産の増加額6,996百万円、仕入債務の減少額3,081百万円、法人税等の支払額2,209百万円で資金

が減少したことによるものです。

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、590百万円の支出（前年同四半期は1,584百万円の収入）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366百万円によるものです。

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、747百万円の支出（前年同四半期は2,383百万円の支出）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額861百万円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績につきましては、2020年７月31日に公表いたしました予想から現時点では変更しておりません。

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たず、先行き不透明な状況が続くなか、連結業績予想は、事業活動

の中断や効率低下が発生しないことを前提として、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであります。今

後の動向によって事態が深刻化するなどして業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,738 15,591

受取手形及び売掛金 27,304 15,061

電子記録債権 1,494 1,444

商品及び製品 4,822 4,528

仕掛品 6,671 12,945

原材料及び貯蔵品 6,824 7,775

その他 1,576 2,590

貸倒引当金 △262 △239

流動資産合計 64,171 59,697

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,224 10,982

機械装置及び運搬具（純額） 2,964 2,661

土地 18,741 18,741

建設仮勘定 34 23

その他（純額） 999 965

有形固定資産合計 33,965 33,373

無形固定資産

のれん 2,551 2,326

その他 916 820

無形固定資産合計 3,468 3,147

投資その他の資産

投資有価証券 9,432 11,296

退職給付に係る資産 981 989

その他 4,292 4,266

貸倒引当金 △557 △557

投資その他の資産合計 14,149 15,993

固定資産合計 51,582 52,514

資産合計 115,753 112,212
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,178 8,626

電子記録債務 7,951 6,172

短期借入金 － 556

1年内返済予定の長期借入金 1,816 1,816

未払法人税等 1,956 393

賞与引当金 1,207 1,232

役員賞与引当金 110 54

製品保証引当金 383 426

その他 5,904 5,635

流動負債合計 29,508 24,912

固定負債

長期借入金 6,132 5,773

退職給付に係る負債 3,991 4,012

役員退職慰労引当金 16 11

その他 4,769 5,154

固定負債合計 14,910 14,951

負債合計 44,419 39,864

純資産の部

株主資本

資本金 4,746 4,746

資本剰余金 4,429 4,520

利益剰余金 63,068 62,711

自己株式 △1,417 △1,318

株主資本合計 70,826 70,660

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,042 4,275

繰延ヘッジ損益 △0 1

土地再評価差額金 △2,691 △2,691

為替換算調整勘定 △616 △722

退職給付に係る調整累計額 △410 △381

その他の包括利益累計額合計 △676 481

非支配株主持分 1,184 1,206

純資産合計 71,334 72,347

負債純資産合計 115,753 112,212
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 31,678 28,163

売上原価 23,449 20,860

売上総利益 8,229 7,302

販売費及び一般管理費 6,804 6,492

営業利益 1,424 810

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 82 82

受取賃貸料 41 41

為替差益 － 4

持分法による投資利益 31 46

その他 105 102

営業外収益合計 264 279

営業外費用

支払利息 32 30

賃貸費用 6 5

為替差損 49 －

その他 43 35

営業外費用合計 132 71

経常利益 1,557 1,018

特別利益

固定資産売却益 1,924 2

投資有価証券売却益 － 6

特別利益合計 1,924 9

特別損失

固定資産除売却損 0 81

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 89 －

会員権売却損 8 －

災害による損失 168 －

特別損失合計 267 81

税金等調整前四半期純利益 3,215 946

法人税等 1,125 423

四半期純利益 2,089 522

非支配株主に帰属する四半期純利益 23 18

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,065 504
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 2,089 522

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △765 1,239

繰延ヘッジ損益 △1 1

為替換算調整勘定 △328 △61

退職給付に係る調整額 8 28

持分法適用会社に対する持分相当額 △25 △44

その他の包括利益合計 △1,111 1,163

四半期包括利益 977 1,686

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 951 1,661

非支配株主に係る四半期包括利益 26 24
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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２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30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 3,215 946

減価償却費 1,044 968

のれん償却額 217 209

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △21

受取利息及び受取配当金 △86 △85

支払利息 32 30

持分法による投資損益（△は益） △31 △46

有形固定資産除売却損益（△は益） △1,924 78

投資有価証券評価損益（△は益） 89 －

災害による損失 168 －

売上債権の増減額（△は増加） 11,791 12,926

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,883 △6,996

仕入債務の増減額（△は減少） △5,201 △3,081

その他 △1,239 △1,731

小計 1,201 3,195

利息及び配当金の受取額 89 86

利息の支払額 △33 △30

法人税等の支払額 △2,858 △2,209

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,600 1,042

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 △1,057 △366

有形固定資産の売却による収入 2,948 26

有形固定資産の除却による支出 △249 △0

無形固定資産の取得による支出 △48 △93

投資有価証券の売却による収入 0 27

関係会社株式の売却による収入 82 －

貸付けによる支出 △80 △21

貸付金の回収による収入 100 0

その他 △110 △162

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,584 △590

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） △1,038 550

長期借入れによる収入 － 48

長期借入金の返済による支出 △408 △408

配当金の支払額 △858 △861

非支配株主への配当金の支払額 △3 △3

その他 △75 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,383 △747

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,422 △290

現金及び現金同等物の期首残高 13,182 15,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,760 15,135
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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。

（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。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30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
合計

消防車輌 防災 産業機械 環境車輌

売上高

外部顧客への売上高 15,929 8,003 2,611 5,134 31,678

セグメント間の内部売上高又は振替高 47 146 0 64 259

計 15,977 8,149 2,612 5,199 31,938

セグメント利益 557 227 221 401 1,408

　

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 1,408

セグメント間取引消去 4

棚卸資産の調整額 11

四半期連結損益計算書の営業利益 1,424

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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30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
合計

消防車輌 防災 産業機械 環境車輌

売上高

外部顧客への売上高 13,942 7,290 2,050 4,880 28,163

セグメント間の内部売上高又は振替高 64 94 0 77 236

計 14,006 7,384 2,050 4,957 28,399

セグメント利益又は損失（△） 378 △114 182 312 758

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 758

セグメント間取引消去 2

棚卸資産の調整額 49

四半期連結損益計算書の営業利益 810

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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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

１ 生産実績

当第２四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 19,675 △7.9

防災 5,783 △13.3

産業機械 1,897 △27.6

環境車輌 5,041 △8.8

合計 32,396 △10.4

(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２四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 39,482 △1.7 37,659 +3.3

防災 3,545 +3.8 4,504 +13.1

産業機械 2,239 △13.0 2,255 △21.0

環境車輌 5,218 △2.4 5,105 +3.0

合計 50,486 △2.0 49,525 +2.7

(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２四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 13,942 △12.5

防災 7,290 △8.9

産業機械 2,050 △21.5

環境車輌 4,880 △5.0

合計 28,163 △11.1

(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


