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１．平成25年3月期の連結業績　(平成24年4月1日～平成25年3月31日)
(１) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期
24年3月期
（注）包括利益 25年3月期 百万円（ ％） 24年3月期 百万円（ ％）

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期
24年3月期
（参考）持分法投資損益 25年3月期 百万円 24年3月期 百万円

(２) 連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期
24年3月期
（参考）自己資本 25年3月期 百万円 24年3月期 百万円

(３) 連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期
24年3月期

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期
25年3月期
26年3月期（予想）

３．平成26年3月期の連結業績予想　(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、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）
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※ 注記事項

(１) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無
新規　－社 （社名） 、 除外　－社 （社名）

(２) 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 ：有

　　② ①以外の会計方針の変更 ：無

　　③ 会計上の見積りの変更 ：有

　　④ 修正再表示 ：無

　(注) 　当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と
区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料14ページ　４．連結財務諸表　（5）連結
財務諸表に関する注記事項をご覧下さい。

(３) 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） 25年3月期 株 24年3月期 株

　　② 期末自己株式数 25年3月期 株 24年3月期 株

　　③ 期中平均株式数 25年3月期 株 24年3月期 株

（参考） 個別業績の概要

１．平成25年3月期の個別業績　(平成24年4月1日～平成25年3月31日)
(１) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期
24年3月期

円 銭 円 銭
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(２) 個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期
24年3月期
（参考）自己資本 25年3月期 百万円 24年3月期 百万円

２．平成26年3月期の個別業績予想　(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、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

　第２四半期（累計）

　　通 　期

※ 監査手続の実施状況に関する表示
　　　この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、
　　金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続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、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、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
　　「（1）経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご覧下さい。
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１．経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカ－減税などの

政策効果に支えられ国内需要を中心に景気は緩やかに持ち直したものの、その後は燻り続

ける欧州債務問題による世界経済への波及、新興国の成長減速等の影響から、景気は停滞

色を強めておりましたが、政権交代による金融政策、財政政策、成長戦略などの経済政策

に対する期待感から円安・株高を背景に景気回復の兆しは見えるものの実体経済への影響

は限定的で、先行きに対する不透明感を払拭できない状況で推移しました。 

このような状況のもと当社グル－プといたしましては、新事業の展開、付加価値の高い

製品の企画・開発、生産性の向上、金融収支の改善などの努力をいたしました。 

その結果として、売上高は 89 億２千２百万円（前年同期比 13.3％減）、営業利益６億２

千７百万円（前年同期比 25.1％減）、経常利益６億２千３百万円（前年同期比 25.6％減）、

当期純利益３億８千４百万円（前年同期比 48.5％増）となりました。 

当連結累計期間における報告セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。 

 

〔消防・防災事業〕 

消防・防災事業では、前年度は東日本大震災に係る１次から４次にわたる補正予算の執

行がありましたが、今年度においては補正予算の国会通過が２月となり執行がなされてな

いことから、売上高は 47 億５千４百万円（前年同期比 25.7％減）、セグメント利益（営業

利益）は２億１千３百万円（前年同期比 55.6％減）となりました。 

 

 

〔航空・宇宙、工業用品事業〕 

航空・宇宙、工業用品事業では、在来機の交換部品やＣ-２、Ｐ-１機用部品、民間機用

部品などが増加し、工業用品部門では、タンクシ－ル及び関連商品などの販売が増加しま

した。 

 その結果、航空・宇宙、工業用品事業の売上高は 37 億９百万円（前年同期比 7.6％増）、

セグメント利益（営業利益）は５億４千１百万円（前年同期比 16.9％増）となりました。 

 

〔不動産賃貸事業〕 

不動産賃貸事業は、新商業施設の管理業務を受託したことにより売上高は４億５千８百

万円（前年同期比 3.8％増）、セグメント利益（営業利益）はお客様目線にたち時代の要請

にあった改修を行ったため１億２千万円（前年同期比 17.9％減）となりました。 
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（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、政権交代に伴う大胆な金融緩和、公共事業の増額などの

経済政策による景気の回復が期待されるものの欧州の債務問題、新興国の成長減速等依然

として先行きに不透明要因が残ることや円安による原材料などの高騰が懸念され、予断を

許さない状況で推移するものと予想されます。 

このような状況のなかで当社グル－プといたしましては、新事業の展開、新製品の開発

と徹底したコストダウン、事業の効率化を推進して参ります。また、国や地方の推進する

「防災・減災」、「安全・安心」などの重点テ－マに総力を上げて対応いたします。これら

を全社一丸となって取組むことにより、次期の業績見通しといたしましては連結売上高 84

億５千５百万円、連結営業利益４億８千万円、連結経常利益４億３千万円、連結当期純利

益２億６千万円を予想しております。 

平成 26 年３月期 通期 

連結 個別 
 

金額 前期比 金額 前期比 

売上高 8,455 百万円 △5.2％ 8,060 百万円 △5.5％ 

営業利益 480 百万円 △23.5％ 450 百万円 △22.3％ 

経常利益 430 百万円 △31.0％ 400 百万円 △32.5％ 

当期純利益 260 百万円 △32.4％ 240 百万円 △36.9％ 

 

 

 (2) 財政状態に関する分析 

（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末より３億２千９百万円減の 16 億３千万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３千万円の資金の減少（前期は７億８千９百万

円の資金の増加）となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益６億１千８百

万円に対し、売上債権の減少額５億１千７百万円の資金増加要因と、仕入債務の減少額６

億７千７百万円や法人税等の支払額５億６千８百万円の資金減少要因によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億４千５百万円の資金の減少（前期は９千４

百万円の資金の減少）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出３

億５千３百万円、投資有価証券取得による支出２千３百万円などによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４千６百万円の資金の増加（前期は１億４千４

百万円の資金の減少）となりました。これは、主として長期借入金による１億９千万円の

資金増加要因と、社債の償還による支出８千６百万円や配当金の支払額４千８百万円など

の資金減少要因によるものです。 
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〔参考〕キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
平成 21 年 
３月期 

平成 22 年 
３月期 

平成 23 年 
３月期 

平成 24 年 
３月期 

平成 25 年 
３月期 

自己資本比率 25.0％ 25.3％ 33.5％ 30.2％ 35.4％

時価ベースの自己資本比率 15.7％ 16.9％ 19.1％ 18.1％ 25.7％

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率 

617.2％ ― 257.5％ 461.9％ ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

10.3 倍 ― 17.8 倍 11.5 倍 ―

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ いずれも連結ベースの財務数値により計算している。 

   ２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算している。 

   ３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用している。 

   ４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と 

     している。 

 

２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び子会社４社で構成されており、消防・防災事業、航空・宇宙、

工業用品事業、不動産賃貸事業を展開しております。 

 

３．経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「堅実経営」を経営理念とし、顧客第一の精神に徹し「顧客満足度の高

い品質の提供」と「顧客に満足される製品作り」を実践するとともに、新製品の開発、生

産性の向上、経営の効率化などにより、企業の一層の発展を目指しながら、株主及び取引

先の信頼と期待にお応えし、事業活動全般を通じて広く社会への貢献を果たすことを経営

の基本方針として企業運営を行っております。 

 (2) 目標とする経営指標 

安定的な収益の指標として営業利益、経常利益を重視します。あわせて、特定の指標に

過度に依存することなく、収益性、効率性、成長性、安定性等全体としてバランスのとれ

た姿を目指しております。 

 (3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

今後のわが国経済は、政権交代に伴う大胆な金融緩和、公共事業の増額などの経済政策

による景気の回復が期待されるものの欧州の債務問題、新興国の成長減速等依然として先

行きに不透明要因が残ることや円安による原材料などの高騰が懸念され、予断を許さない

状況で推移するものと予想されます。このような状況のなかで当社グル－プといたしまし

ては、新事業の展開、新製品の開発と徹底したコストダウン、事業の効率化を推進して参

ります。また、国や地方の推進する「防災・減災」、「安全・安心」などの重点テ－マに総

力を上げて対応いたします。 
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    また、当社グル－プは消防・防災事業、航空・宇宙、工業用品事業、不動産賃貸事業を 

展開し安定した事業の確保を目指しております。 

    消防・防災事業においては、消防ホ－スの価格競争の激化に対し徹底的なコストダウン

を行うとともに他社との差別化したホ－スを開発して参ります。また、お客様のニ－ズを

的確にとらえ満足していただける防災資機材の提案・開発を行い新しい需要を取り込んで

参ります。 

    航空・宇宙、工業用品事業においては、ＭＲＪなど民間航空機の需要拡大を最大限に取

り込むべくフロ－タイムの短縮、徹底的なコストダウンを行い、さらなる顧客満足度の向

上のために資源を投入してまいります。工業用品部門では、東日本大震災の復興需要に向

けて新商材を掲げ営業活動を推進して参ります。 

 不動産賃貸事業にあっては、テナント様と連携し収益の向上を図ります。 

 これらにより、経営全般の効率化を図り強固な経営基盤の確立に向けて当社グル－プの

総力を傾注し、更なる企業の発展を目指しグル－プ一丸となって邁進して参ります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,139,630 1,809,852

受取手形及び売掛金 3,532,575 3,014,916

商品及び製品 126,270 97,986

半製品 384,304 456,987

仕掛品 1,008,222 1,046,563

原材料及び貯蔵品 436,997 412,787

繰延税金資産 135,393 106,783

その他 152,874 123,783

貸倒引当金 △58,966 △22,062

流動資産合計 7,857,302 7,047,599

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,129,786 6,275,087

減価償却累計額 △4,386,280 △4,465,544

減損損失累計額 △24,170 △24,170

建物（純額） 1,719,335 1,785,372

構築物 301,329 304,044

減価償却累計額 △293,759 △294,883

構築物（純額） 7,570 9,161

機械及び装置 2,293,829 2,227,195

減価償却累計額 △2,123,409 △2,085,447

機械及び装置（純額） 170,419 141,747

車両運搬具 23,058 23,058

減価償却累計額 △22,843 △22,916

車両運搬具（純額） 215 142

工具、器具及び備品 259,977 265,652

減価償却累計額 △247,227 △246,856

減損損失累計額 △149 △149

工具、器具及び備品（純額） 12,600 18,646

土地 1,078,769 1,304,211

有形固定資産合計 2,988,910 3,259,281

無形固定資産   

のれん 20,505 15,379

その他 11,664 11,664

無形固定資産合計 32,169 27,043
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 128,519 239,126

破産更生債権等 38,336 489

繰延税金資産 43,905 1,932

その他 134,260 105,427

貸倒引当金 △38,336 △489

投資その他の資産合計 306,685 346,486

固定資産合計 3,327,766 3,632,810

資産合計 11,185,069 10,680,410

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,055,939 1,378,440

短期借入金 1,320,000 1,310,000

1年内償還予定の社債 86,000 264,000

1年内返済予定の長期借入金 937,265 997,767

未払法人税等 393,706 12,398

未払消費税等 35,136 7,623

賞与引当金 227,202 233,033

役員賞与引当金 54,000 52,000

設備関係支払手形 12,408 43,015

その他 449,955 555,198

流動負債合計 5,571,613 4,853,476

固定負債   

社債 400,000 136,000

長期借入金 905,228 1,040,482

繰延税金負債 878 5,738

退職給付引当金 358,862 302,520

役員退職慰労引当金 144,421 163,895

年金資産消失損失引当金 175,163 175,163

資産除去債務 10,235 10,470

その他 236,623 216,142

固定負債合計 2,231,412 2,050,413

負債合計 7,803,025 6,903,889
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 506,000 506,000

資本剰余金 285,430 285,430

利益剰余金 2,641,302 2,976,395

自己株式 △45,655 △45,987

株主資本合計 3,387,077 3,721,837

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,653 54,682

繰延ヘッジ損益 △1,381 －

その他の包括利益累計額合計 △5,034 54,682

純資産合計 3,382,043 3,776,520

負債純資産合計 11,185,069 10,680,410
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 10,288,825 8,922,625

売上原価 7,734,175 6,484,680

売上総利益 2,554,650 2,437,945

販売費及び一般管理費 1,717,260 1,810,454

営業利益 837,389 627,490

営業外収益   

受取利息 194 207

受取配当金 2,889 5,299

受取地代家賃 8,879 9,734

受取手数料 5,232 10,616

貸倒引当金戻入額 45,715 39,320

雑収入 21,157 12,715

営業外収益合計 84,069 77,894

営業外費用   

支払利息 61,966 56,660

社債利息 5,786 5,370

社債発行費 4,019 －

雑支出 12,477 20,340

営業外費用合計 84,249 82,371

経常利益 837,209 623,013

特別利益   

固定資産売却益 4,063 －

不動産賃貸料改定収入 20,074 －

特別利益合計 24,137 －

特別損失   

固定資産除却損 1,926 4,498

減損損失 14,744 －

投資有価証券評価損 14,600 99

年金資産消失に伴う損失 175,163 －

特別損失合計 206,434 4,598

税金等調整前当期純利益 654,913 618,415

法人税、住民税及び事業税 412,944 187,528

法人税等調整額 △17,272 46,030

法人税等合計 395,671 233,559

少数株主損益調整前当期純利益 259,242 384,855

当期純利益 259,242 384,855
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 259,242 384,855

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,588 58,336

繰延ヘッジ損益 18,623 1,381

その他の包括利益合計 31,211 59,717

包括利益 290,453 444,572

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 290,453 444,572

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 506,000 506,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 506,000 506,000

資本剰余金   

当期首残高 285,430 285,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 285,430 285,430

利益剰余金   

当期首残高 2,431,828 2,641,302

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

当期純利益 259,242 384,855

当期変動額合計 209,474 335,092

当期末残高 2,641,302 2,976,395

自己株式   

当期首残高 △45,493 △45,655

当期変動額   

自己株式の取得 △161 △332

当期変動額合計 △161 △332

当期末残高 △45,655 △45,987

株主資本合計   

当期首残高 3,177,765 3,387,077

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

当期純利益 259,242 384,855

自己株式の取得 △161 △332

当期変動額合計 209,312 334,759

当期末残高 3,387,077 3,721,837
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △16,241 △3,653

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,588 58,336

当期変動額合計 12,588 58,336

当期末残高 △3,653 54,682

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △20,004 △1,381

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,623 1,381

当期変動額合計 18,623 1,381

当期末残高 △1,381 －

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △36,245 △5,034

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,211 59,717

当期変動額合計 31,211 59,717

当期末残高 △5,034 54,682

純資産合計   

当期首残高 3,141,519 3,382,043

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

当期純利益 259,242 384,855

自己株式の取得 △161 △332

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,211 59,717

当期変動額合計 240,524 394,477

当期末残高 3,382,043 3,776,520
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 654,913 618,415

減価償却費 181,965 141,262

減損損失 14,744 －

のれん償却額 5,126 5,126

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,715 △74,750

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,404 5,831

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39,460 △56,341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,693 19,473

年金資産消失損失引当金の増減額（△は減少） 175,163 －

受取利息及び受取配当金 △3,444 △5,507

支払利息 67,753 62,031

社債発行費 4,019 －

固定資産売却損益（△は益） △4,063 －

固定資産除却損 1,926 4,498

投資有価証券評価損益（△は益） 14,600 99

売上債権の増減額（△は増加） △1,350,251 517,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,930 △58,529

前渡金の増減額（△は増加） △25,622 25,883

仕入債務の増減額（△は減少） 1,113,224 △677,498

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,855 △27,512

その他 74,479 95,969

小計 827,282 594,111

利息及び配当金の受取額 3,444 5,507

利息の支払額 △68,882 △63,336

法人税等の還付額 71,616 1,869

法人税等の支払額 △43,616 △568,744

営業活動によるキャッシュ・フロー 789,844 △30,593

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 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △54,405 △353,580

有形固定資産の売却による収入 4,362 －

投資有価証券の取得による支出 △34,469 △23,804

貸付金の回収による収入 7,600 －

事業譲受による支出 △35,000 －

その他 27,594 31,888

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,318 △345,497

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 195,981 －

社債の償還による支出 △202,000 △86,000

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000 △10,000

長期借入れによる収入 870,000 1,265,200

長期借入金の返済による支出 △1,208,709 △1,074,244

自己株式の取得による支出 △161 △332

配当金の支払額 △49,767 △48,321

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,657 46,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 550,868 △329,788

現金及び現金同等物の期首残高 1,409,561 1,960,430

現金及び現金同等物の期末残高 1,960,430 1,630,642
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該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社        ４ 社 

桜ホース㈱、㈱二十一世紀、㈱サクラフローシステムズ、㈱川尻機械 

(2) 非連結子会社       なし 

 非連結子会社であった、さくら技術開発㈱は、保有株式の全部売却に伴い、子会社ではなくなりま

した。 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

ａ商品及び製品、半製品、仕掛品…先入先出法 

ｂ原材料及び貯蔵品…主として移動平均法 

②デリバティブ 

時価法 

③有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの…移動平均法による原価法 

（５）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)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得した建物（附属設備は除く）については、定額法を採用しておりま

す。また、不動産賃貸部門においては定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

建物及び構築物   ３年～65年 

機械装置      ９年～10年 

工具、器具及び備品 ２年～10年 

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。 

②リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給規定に基づき支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。 

③役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計

上しております。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(13年)による按分額を翌連結会計年度より費用処理しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規を基礎として算定された支給見積額のうち、当連結会

計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

⑥年金資産消失損失引当金 

厚生年金基金の年金資産の一部消失に対して、年金資産の消失見込額に対する当社及び子会社負担

損失見込額を計上しております。 
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(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについて

は特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

通貨スワップ、金利スワップ 

・ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務、借入金 

③ヘッジ方針 

主として内部規定に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。但し、特例処理によっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。 

(5) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、発生日以後、投資効果の発現する期間（５

年～20年）で均等償却しております。ただし、金額が僅少である場合は、発生会計年度に一括償却し

ております。 

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資であります。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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１  報告セグメントの概要 

(1) 報告セグメントの決定方法 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社は、本社に製品・サービス別の営業部を置き、各営業部は取り扱う製品・サービスについて国内

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は営業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「消防・防災

事業」、「航空・宇宙、工業用品事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

報告セグメントごとの主な事業内容は下記のとおりであります。 

 
  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。 

  

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正

に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

当該変更による当連結会計年度のセグメント利益への影響は軽微であります。 

  

(セグメント情報)

【セグメント情報】

報告セグメントの名称 事業内容

消防・防災事業
消防ホースをはじめとする消防・防災用品と防災・救助資機材、テロ対応
資機材などの製造販売

航空・宇宙、工業用品事業
航空機用及びロケット関係部品、タンクシールなどの工業用品、ゴム等成
型用金型の製造販売

不動産賃貸事業 主に本社隣接地に所有する商業施設の賃貸事業
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△254,386千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が含まれてお

ります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって

いないため開示しておりません。 

４ 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費であります。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△248,677千円には、各報告セグメントに配分されていない全社費用が含まれてお

ります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって

いないため開示しておりません。 

４ 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費であります。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

連結 
財務諸表 
計上額

消防・防災 
事業

航空・宇宙、
工業用品事業

不動産賃貸 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 6,398,514 3,448,712 441,598 10,288,825 ― 10,288,825

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 10,980 10,980 △10,980 ―

計 6,398,514 3,448,712 452,578 10,299,805 △10,980 10,288,825

セグメント利益 481,218 463,793 146,763 1,091,776 △254,386 837,389

その他の項目

 減価償却費 35,756 67,618 69,538 172,913 8,665 181,578

 のれんの償却額 ― 5,126 ― 5,126 ― 5,126

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

連結 
財務諸表 
計上額

消防・防災 
事業

航空・宇宙、
工業用品事業

不動産賃貸 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,754,251 3,709,936 458,438 8,922,625 ― 8,922,625

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 9,120 9,120 △9,120 ―

計 4,754,251 3,709,936 467,558 8,931,745 △9,120 8,922,625

セグメント利益 213,655 541,971 120,542 876,168 △248,677 627,490

その他の項目

 減価償却費 25,535 44,442 63,040 133,019 8,097 141,116

 のれんの償却額 ― 5,126 ― 5,126 ― 5,126
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 339.81円 379.51円

１株当たり当期純利益金額 26.05円 38.67円

項目
前連結会計年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 259,242 384,855

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 259,242 384,855

普通株式の期中平均株式数 (株) 9,953,103 9,951,610

項目
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 3,382,043 3,776,520

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 3,382,043 3,776,520

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数 (株)

9,952,748 9,950,917

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,690,754 1,393,533

受取手形 230,173 233,550

売掛金 3,258,306 2,730,366

商品 83,327 71,706

製品 31,166 13,007

半製品 384,304 456,987

原材料 373,118 335,346

仕掛品 1,003,432 1,045,965

貯蔵品 20,216 25,311

前渡金 35,481 9,598

前払費用 17,767 32,443

未収入金 95,266 62,530

関係会社短期貸付金 2,276 16,435

繰延税金資産 128,829 100,753

その他 1,802 14,442

貸倒引当金 △58,628 △22,078

流動資産合計 7,297,596 6,519,899

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,086,744 6,232,045

減価償却累計額 △4,363,236 △4,441,707

減損損失累計額 △24,170 △24,170

建物（純額） 1,699,338 1,766,168

構築物 291,988 294,703

減価償却累計額 △284,888 △285,948

構築物（純額） 7,100 8,755

機械及び装置 2,288,470 2,222,038

減価償却累計額 △2,119,626 △2,081,471

機械及び装置（純額） 168,844 140,566

車両運搬具 23,058 23,058

減価償却累計額 △22,843 △22,916

車両運搬具（純額） 215 142

工具、器具及び備品 255,741 263,015

減価償却累計額 △244,226 △243,369

減損損失累計額 △149 △149

工具、器具及び備品（純額） 11,364 19,496

土地 1,078,769 1,304,211

有形固定資産合計 2,965,632 3,239,340

無形固定資産   

借地権 5,894 5,894

電話加入権 4,964 4,964

無形固定資産合計 10,858 10,858
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 103,998 199,999

関係会社株式 125,000 125,000

破産更生債権等 38,336 489

長期前払費用 5,194 18,701

保険積立金 111,017 75,394

繰延税金資産 41,744 253

その他 12,848 11,231

貸倒引当金 △38,336 △489

投資その他の資産合計 399,802 430,580

固定資産合計 3,376,293 3,680,778

資産合計 10,673,890 10,200,678

負債の部   

流動負債   

支払手形 629,689 517,791

買掛金 1,389,620 826,978

短期借入金 1,320,000 1,310,000

関係会社短期借入金 112,817 182,919

1年内償還予定の社債 86,000 264,000

1年内返済予定の長期借入金 937,265 997,767

未払金 18,678 66,463

未払費用 201,114 238,635

未払法人税等 367,556 －

未払消費税等 27,360 －

前受金 26,729 14,907

預り金 37,743 38,938

前受収益 16,005 14,113

賞与引当金 215,945 218,283

役員賞与引当金 52,000 52,000

設備関係支払手形 12,408 43,015

その他 2,227 －

流動負債合計 5,453,162 4,785,812

固定負債   

社債 400,000 136,000

長期借入金 905,228 1,040,482

長期預り敷金保証金 220,946 200,475

退職給付引当金 353,528 297,582

役員退職慰労引当金 127,565 145,972

年金資産消失損失引当金 169,617 169,617

資産除去債務 10,235 10,470

固定負債合計 2,187,119 2,000,599

負債合計 7,640,282 6,786,411
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 506,000 506,000

資本剰余金   

資本準備金 285,430 285,430

資本剰余金合計 285,430 285,430

利益剰余金   

利益準備金 112,964 112,964

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 166,984 164,974

別途積立金 352,573 352,573

繰越利益剰余金 1,661,977 1,994,286

利益剰余金合計 2,294,499 2,624,798

自己株式 △45,655 △45,987

株主資本合計 3,040,274 3,370,241

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,284 44,024

繰延ヘッジ損益 △1,381 －

評価・換算差額等合計 △6,665 44,024

純資産合計 3,033,608 3,414,266

負債純資産合計 10,673,890 10,200,678
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

商品及び製品売上高 9,506,203 8,155,960

不動産賃貸収入 386,262 369,105

売上高合計 9,892,466 8,525,066

売上原価 7,480,585 6,240,692

売上総利益 2,411,881 2,284,373

販売費及び一般管理費 1,645,184 1,705,149

営業利益 766,696 579,224

営業外収益   

受取利息 118 115

受取配当金 2,437 24,415

受取地代家賃 12,013 12,868

受取手数料 5,232 10,616

貸倒引当金戻入額 45,858 38,966

雑収入 20,459 10,382

営業外収益合計 86,119 97,363

営業外費用   

支払利息 63,325 57,938

社債利息 5,786 5,370

社債発行費 4,019 －

雑支出 12,472 20,340

営業外費用合計 85,604 83,649

経常利益 767,212 592,939

特別利益   

固定資産売却益 4,031 －

不動産賃貸料改定収入 20,074 －

特別利益合計 24,106 －

特別損失   

固定資産除却損 1,910 4,498

減損損失 14,744 －

投資有価証券評価損 14,600 99

年金資産消失に伴う損失 169,617 －

不動産管理委託費 2,268 －

特別損失合計 203,140 4,598

税引前当期純利益 588,177 588,340

法人税、住民税及び事業税 376,577 163,261

法人税等調整額 △13,731 45,015

法人税等合計 362,845 208,277

当期純利益 225,332 380,063
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 506,000 506,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 506,000 506,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 285,430 285,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 285,430 285,430

資本剰余金合計   

当期首残高 285,430 285,430

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 285,430 285,430

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 112,964 112,964

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 112,964 112,964

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

当期首残高 158,015 166,984

当期変動額   

実効税率変更に伴う買換資産圧縮積
立金の増加

13,167 －

買換資産圧縮積立金の取崩 △4,199 △2,009

当期変動額合計 8,968 △2,009

当期末残高 166,984 164,974

別途積立金   

当期首残高 352,573 352,573

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 352,573 352,573

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,495,381 1,661,977

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

実効税率変更に伴う買換資産圧縮積
立金の増加

△13,167 －

買換資産圧縮積立金の取崩 4,199 2,009

当期純利益 225,332 380,063

当期変動額合計 166,595 332,309

当期末残高 1,661,977 1,994,286
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 2,118,934 2,294,499

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

実効税率変更に伴う買換資産圧縮積立金
の増加

－ －

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 225,332 380,063

当期変動額合計 175,564 330,299

当期末残高 2,294,499 2,624,798

自己株式   

当期首残高 △45,493 △45,655

当期変動額   

自己株式の取得 △161 △332

当期変動額合計 △161 △332

当期末残高 △45,655 △45,987

株主資本合計   

当期首残高 2,864,871 3,040,274

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

当期純利益 225,332 380,063

自己株式の取得 △161 △332

当期変動額合計 175,402 329,967

当期末残高 3,040,274 3,370,241

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △18,072 △5,284

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,787 49,309

当期変動額合計 12,787 49,309

当期末残高 △5,284 44,024

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △20,004 △1,381

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,623 1,381

当期変動額合計 18,623 1,381

当期末残高 △1,381 －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △38,076 △6,665

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,411 50,690

当期変動額合計 31,411 50,690

当期末残高 △6,665 44,024
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 2,826,794 3,033,608

当期変動額   

剰余金の配当 △49,767 △49,763

当期純利益 225,332 380,063

自己株式の取得 △161 △332

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,411 50,690

当期変動額合計 206,814 380,658

当期末残高 3,033,608 3,414,266
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