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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 13,251 △1.6 1,260 △16.1 1,368 △13.4 782 △12.9

18年９月中間期 13,470 12.2 1,502 8.2 1,579 8.3 898 17.2

19年３月期 27,841 － 3,035 － 3,194 － 1,708 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 49 45 － －

18年９月中間期 56 16 － －

19年３月期 107 11 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 40,892 30,737 75.2 1,950 47

18年９月中間期 41,060 30,330 73.9 1,895 61

19年３月期 41,389 30,538 73.8 1,927 81

（参考）自己資本 19年９月中間期 30,737百万円 18年９月中間期 30,330百万円 19年３月期 30,538百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 1,030 △999 △502 8,836

18年９月中間期 2,228 △644 △311 9,219

19年３月期 3,244 △1,086 △874 9,280

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 15 00 20 00 35 00

20年３月期 15 00 －
35 00

20年３月期（予想） － 20 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20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 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 28,320 1.7 2,700 △11.0 2,850 △10.8 1,630 △4.6 102 90
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４．その他

(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

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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） 19年９月中間期 16,005,600株 18年９月中間期 16,005,600株 19年３月期 16,005,600株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 246,402株 18年９月中間期 5,030株 19年３月期 164,665株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 13,066 △2.5 1,235 △17.9 1,326 △16.3 744 △18.1

18年９月中間期 13,399 12.9 1,504 8.0 1,584 7.9 908 15.0

19年３月期 27,488 － 3,004 － 3,133 － 1,676 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 47 02

18年９月中間期 56 79

19年３月期 105 10

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 40,356 30,611 75.9 1,942 46

18年９月中間期 40,834 30,444 74.6 1,902 70

19年３月期 40,979 30,533 74.5 1,927 52

（参考）自己資本 19年９月中間期 30,611百万円 18年９月中間期 30,444百万円 19年３月期 30,533百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20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 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 28,000 1.9 2,650 △11.8 2,800 △10.6 1,610 △3.9 101 64

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

　なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や株式市場の混迷、個人消費の伸び悩みなどの不安

要因がありましたが、好調な企業成績により景気はおおむね順調に推移いたしました。

当社グループの属する給水装置業界におきましては、本年６月に施行された改正建築基準法による、新設住宅着

工戸数の大幅な減少、また、給水装置の主要原材料である銅の価格の高止まりなどにより、厳しい事業環境となり

ました。

このような環境の下で、当社グループは会社指針（Quality,Safety,Originality『品質は人格であり、安全は協

調であり、独創は改革である』）に基づき、「きれいな水、安全な水、おいしい水」のご提供を実現していくため

の事業活動を推進してまいりました。

営業面におきましては、昨年に引続き銅価格高騰による原価の上昇を販売価格に反映させるため、新価格の適用

を推進してまいりました。また、昨年度より新たに採用になりました東京地区におけるステンレス製新製品のシェ

アの向上・確保、更には、付加価値の高い水道メータ周りのユニット製品の販売強化に努めてまいりました。

生産面におきましては、営業情報による顧客ニーズに応えるべく、製造設備の増設、ならびに新設および、コス

ト削減を目的とした製造ラインの見直しを計画、実施してまいりました。

以上の結果、売上高につきましては132億51百万円となり、前年同期比1.6ポイント減少となりました。また、営

業利益、経常利益におきましてはそれぞれ12億60百万円（前年同期比16.1ポイント減少）、13億68百万円（前年同

期比13.4ポイント減少）となりました。

今後の見通しにつきましては、改正建築基準法による建築確認申請の遅れに起因する新設住宅着工戸数の減少、

原材料価格の高止まりなどが懸念され、当社グループを取り巻く事業環境は引続き厳しい状況と推測されます。

このような状況下において、期初に掲げた販売強化、コスト削減を進め、通期の業績予想は平成19年５月14日発

表の見通しを据え置くものといたします。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の資産は、408億92百万円となり前連結会計年度末比４億97百万円減少いたしました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ90百万円減少し、262億71百万円となりました。これは主に、投資有価証券

からの振替などにより有価証券が７億円増加し、受取手形及び売掛金が８億７百万円減少したことなどによるもの

であります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ４億６百万円減少し、146億20百万円となりました。これは主に、投資有価

証券の流動資産への振替などによるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億97百万円減少し、101億54百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が４億69百万円、未払法人税等が１億35百万円、繰延税金負債が１億45百万円減少したことな

どによるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億99百万円増加し、307億37百万円となりました。これは主

に、利益剰余金４億65百万円、自己株式１億61百万円増加およびその他有価証券評価差額金１億90百万円減少など

によるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、88億36百万円となり、前連結

会計年度末に比べ４億43百万円減少しいたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとお

りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、10億30百万円となり、前中間連結会計期間に比べ11億97百万円減少いたしまし

た。

　この主な要因は、売上債権の減少額８億８百万円、仕入債務の減少額４億72百万円などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は、９億99百万円となり、前中間連結会計期間に比べ３億55百万円増加いたしました。

この主な要因は、投資有価証券の取得による支出２億27百万円、有形固定資産の取得による支出７億24百万円な

どによるものであります。　
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は、５億２百万円となり、前中間連結会計期間に比べ１億90百万円増加いたしました。 

この主な要因は、配当金の支払額３億17百万円、自己株式取得による支出１億61百万円などによるものでありま

す。　

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期 

 平成19年
 ９月中間期

自己資本比率（％） 79.1 78.8 78.4 73.8 75.2

時価ベースの自己資本比率（％） 55.1 72.4 82.6 74.6 80.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 136.7 754.8 1,342.7 1,013.8 761.8

（注）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／営業キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標の算出は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　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おります。また、営業

キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利

息の支払額」を用いております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を、経営の最重要施策として位置づけ、安定した利益配分を継続して実施して

いく事を基本方針としております。

当中間期の配当につきましては、期初に予定したとおり普通配当を一株に付き15円としており、また、期末配当

金に付きましても現時点で期初予定通り普通配当を一株に付き20円としております。

内部留保につきましては、生産性の向上や原価削減を目的とした設備やシステムへの投資、将来の新規事業展開

のための投資等に配分していく予定であります。

(4）事業等のリスク

①　新設住宅の着工動向について

当社グループは主に住宅の給水・給湯に関する製品を製造販売しており、市場の景気後退、建築・住宅建設に関

わる法令・基準等の改正等による新設住宅着工戸数の減少は、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

②　原材料市況の動向について

当社グループの製品は、原材料市場動向により販売価格交渉を行なっておりますが、原油や主要原材料である銅

価格の上昇等国際的な資源需給の変動により、更なる原材料価格の高騰の影響を受ける可能性があります。原材料

価格の上昇が販売価格へ適正に反映されない場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

③　海外進出に潜在するリスクについて

当社グループは、製品のコスト削減を目的とし、中国に現地法人を設立しておりますが、中国現地法人からの仕

入について、以下に掲げるようなリスクが存在し、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

・想定外の法的、または規制面の変化

・社会的、政治的および経済的な状況の変化

・為替相場の変動による影響

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱

④　取引先の信用リスクについて

当社グループが今後販売規模を拡大していく中で、景気後退等により重要な取引先が破綻した場合には、貸倒引

当金を大幅に超える貸倒損失が発生するなど、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

－ 4 －

前澤給装工業㈱（6485）平成20年３月期中間決算短信



⑤　事業にかかわる法規制について

当社グループの主な製品は水道法、一部の製品は電気用品安全法、優良住宅部品の認定基準により規制されてお

ります。さらに、埋設関連製品群は、各水道事業体の様々な仕様に基づいております。今後、これらの関連する法

令、基準等が改正された場合、製品を供給するための新たな技術力、生産設備の導入が必要となり、当社グループ

の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　製造物責任について

当社グループは、製品の開発、製造および販売により、潜在的な製造物責任を負う可能性があります。当該責任

によっては、重大な賠償責任を負うことも考えられ、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

⑦　生産の停滞、遅延等について

当社グループの生産拠点である工場において、自然災害、火災等の要因により、生産活動の停滞、遅延等が発生

した場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑧　情報処理システムについて

当社グループの生産、販売等にかかわる情報処理システムは、迅速な業務を遂行するために、ネットワークを利

用し構築されております。今後、ネットワークを含めたシステムトラブル等が発生した場合、生産、販売業務等の

停滞が考えられ、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社は、設立以来、給水装置の総合メーカーとして、水道用給水装置（各種バルブ、継手類）および宅内給水給湯

配管材料の製造・販売を行っております。施工性を重視した製品開発に力を注ぎ、量水器周りの給水装置ユニット化、

架橋ポリエチレン管の自主生産による給水・給湯配管部材のユニット化、寒冷地向けユニット配管システムの開発等、

「水」に係わる事業を展開しております。

当社グループは、前澤給装工業株式会社（当社）および子会社３社（ＱＳＯインダストリアル株式会社、前澤給装

（南昌）有限公司およびＱＳＯサービス株式会社）で構成されております。

ＱＳＯインダストリアル株式会社（連結子会社）は、当社営業部門と連携して、屋内配管設備の設計・施工および

配管付属品の販売を事業内容とし、主に当社が製造する給水給湯システム（ＱＵＭＥＸ）の施工および販売を行って

おります。

前澤給装（南昌）有限公司（連結子会社）は、中国江西省南昌市に設立した当社100％出資の現地法人であり、水

道用給水装置の製造販売を事業内容とし、当社が販売する製品のうち、主に標準品を中心に製造しております。

また、ＱＳＯサービス株式会社（非連結子会社）は、当社製品の梱包および荷捌き業務を事業内容とし、主に北関

東地区における当社営業所が販売する製品を取り扱っております。

[事業系統図]

事業の系統図は次のとおりであります。

 

前澤給装（南昌）有限公司 
（水道用給水装置製造販売） 

（子会社） 

ＱＳＯインダストリアル株式会社 
（給水給湯設備の販売・施工） 

※１ ＱＳＯサービス株式会社 
（製品の梱包及び荷捌） 

前澤給装工業株式会社 
 
(弁・栓類、管継手接続材料、 
メータバイパスユニット、ボール 
バルブ類、架橋ポリエチレン管・ 
継手等水道用給水装置の製造販売) 

製
品
・
部
品
の
仕
入 

部品の仕入 製品等の販売 
（子会社） 

業務委託 

（子会社） 

商品、設計・施工 

製品、商品 

製品、商品 

ユ
ー
ザ
ー 

（注）※１　非連結子会社で持分法非適用会社

※　給水装置とは、「道路に布設されている配水管から分かれて、各家庭に引き込まれている給水管、これに取付

ける分水栓、止水栓、量水器、給水栓（蛇口）などの器具」を指しますが、当社グループは、このうち、給水管

および給水栓は製造しておりません。

※　量水器とは、「需要者が給水装置から給水を受けとるとき、給水量を計量するために水道事業体等が支給する

水道用計量器（水道メータ）」を指します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は、「QSO」（Quality, Safety & Originality）『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改革である』

という会社指針に基づき、より「きれいな水、安全な水、おいしい水」の供給に向けて、「着実に、確実に、迅速に」

をスローガンとし、事業活動に取り組みます。

水道事業の一翼を担う企業として、「水道はライフラインの中心」であるという重要性を常に意識し、コンプライ

アンス経営の充実を図り、与えられた社会的責任を果たし、地域社会の発展に貢献してまいります。

(2）長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標

「売上高経常利益率10％以上確保」を重要な経営指標として位置づけ、その水準維持・向上に努めております。

また「ROA」（総資産純利益率）についても常に意識し、バランスの優れた事業ポートフォリオを構築することにより、

資産効率の向上を目指しております。

(3）会社の対処すべき課題

当社グループの対処すべき課題は以下のとおりであります。

①　時代に相応しく、かつユーザーに喜ばれる製品の開発に経営資源を投入してまいります。

②　更なる収益向上を目指すため、銅、原油等原材料の価格を適正に販売価格に反映させてまいります。

③　新規事業分野である水道メータ事業を、早い段階で業績に寄与できるよう活動してまいります。

④　材料費上昇による原価への影響を最小限に抑えるため、全社的なコスト削減と効率化の活動を継続してまいりま

す。

⑤　海外生産子会社の生産量を増加させ、グループ全体の原価を減少させてまいります。

⑥　コンプライアンス経営の充実とともに、内部統制への対応を万全とし、ガバナンスの更なる強化を行ってまいり

ます。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  9,219   8,836   9,280  

２．受取手形及び売掛金 ※４  11,884   11,477   12,285  

３．有価証券  －   700   －  

４．たな卸資産  4,253   4,923   4,505  

５．繰延税金資産  155   153   158  

６．その他  277   198   171  

貸倒引当金  △23   △18   △38  

流動資産合計  25,767 62.8  26,271 64.2  26,362 63.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 3,745   3,596   3,676   

(2）機械装置及び運搬具 1,963   1,789   1,860   

(3）土地 ※２ 4,563   5,029   4,569   

(4）建設仮勘定  0   5   －   

(5) その他 408   408   369   

有形固定資産合計  10,680 26.0  10,829 26.5  10,476 25.3

２．無形固定資産  287 0.7  281 0.7  246 0.6

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券  3,542   2,490   3,292   

(2）保険積立金  599   839   839   

(3) 繰延税金資産  －   9   －   

(4）その他 299   299   287   

貸倒引当金 △117   △129   △114   

投資その他の資産合計  4,324 10.5  3,509 8.6  4,304 10.4

固定資産合計  15,292 37.2  14,620 35.8  15,027 36.3

資産合計  41,060 100.0  40,892 100.0  41,389 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※４  7,645   7,324   7,793  

２．１年以内に返済予定の長期借入金 ※２  46   46   46  

３．未払法人税等  714   619   754  

４．賞与引当金  211   218   218  

５．役員賞与引当金  9   15   16  

６．その他  736   798   769  

流動負債合計  9,363 22.8  9,020 22.0  9,599 23.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２  160   114   137  

２．繰延税金負債  463   212   357  

３．退職給付引当金  668   722   671  

４．役員退職慰労引当金  71   14   81  

５．その他  2   69   3  

固定負債合計  1,365 3.3  1,133 2.8  1,251 3.0

負債合計  10,729 26.1  10,154 24.8  10,851 26.2

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本          

１．資本金   3,358 8.2  3,358 8.2  3,358 8.1

２．資本剰余金   3,711 9.0  3,711 9.0  3,711 9.0

３．利益剰余金   22,023 53.7  23,058 56.4  22,592 54.5

４．自己株式   △4 △0.0  △466 △1.1  △304 △0.7

株主資本合計  29,088 70.9  29,662 72.5  29,358 70.9

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差額金   1,283 3.1  955 2.4  1,145 2.8

２．為替換算調整勘定   △40 △0.1  120 0.3  34 0.1

評価・換算差額等合計  1,242 3.0  1,075 2.7  1,180 2.9

純資産合計  30,330 73.9  30,737 75.2  30,538 73.8

負債純資産合計  41,060 100.0  40,892 100.0  41,389 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  13,470 100.0  13,251 100.0  27,841 100.0

Ⅱ　売上原価  9,059 67.3  9,190 69.4  19,089 68.6

売上総利益  4,411 32.7  4,060 30.6  8,751 31.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,908 21.5  2,799 21.1  5,715 20.5

営業利益  1,502 11.2  1,260 9.5  3,035 10.9

Ⅳ　営業外収益          

１．受取利息 2   14   11   

２．受取配当金 36   24   56   

３．為替差益 －   21   31   

４．保険解約返戻金 26   38   26   

５．雑収入 22 87 0.6 18 116 0.9 54 181 0.6

Ⅴ　営業外費用          

１．支払利息 1   1   3   

２．為替差損 4   －   －   

３．売上割引 4   5   10   

４．投資事業組合損失 －   －   0   

５．雑損失 0 11 0.1 1 8 0.1 9 23 0.1

経常利益  1,579 11.7  1,368 10.3  3,194 11.4

Ⅵ　特別利益          

１．固定資産売却益 ※２ 0   －   0   

２．貸倒引当金戻入益  －   3   －   

３．会員権売却益  3 3 0.0 － 3 0.0 3 3 0.0

Ⅶ　特別損失          

１．固定資産除却損 ※３ 9   3   64   

２．解約金 ※４ －   0   2   

３．減損損失 ※５ －   －   6   

４．投資事業組合清算損  －   －   9   

５．会員権評価損  － 9 0.0 － 3 0.0 0 81 0.3

税金等調整前中間（当期）純利益  1,573 11.7  1,368 10.3  3,116 11.1

法人税、住民税及び事業税 726   607   1,344   

過年度法人税、住民税及び事業税 －   －   129   

法人税等調整額 △51 675 5.0 △21 586 4.4 △66 1,407 5.0

少数株主利益  0 0.0  － －  0 0.0

中間（当期）純利益  898 6.7  782 5.9  1,708 6.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）  

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 21,448 △3 28,514 1,724 △26 1,698 3 30,215

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △288  △288     △288

役員賞与（注）   △36  △36     △36

中間純利益   898  898     898

自己株式の取得    △0 △0     △0

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
     △441 △14 △456 △3 △459

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 574 △0 574 △441 △14 △456 △3 115

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,358 3,711 22,023 △4 29,088 1,283 △40 1,242 － 30,330

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）  

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 22,592 △304 29,358 1,145 34 1,180 30,538

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △316  △316    △316

中間純利益   782  782    782

自己株式の取得    △161 △161    △161

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
     △190 86 △104 △104

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 465 △161 304 △190 86 △104 199

平成19年９月30日　残高

（百万円）
3,358 3,711 23,058 △466 29,662 955 120 1,075 30,737
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）  

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 21,448 △3 28,514 1,724 △26 1,698 3 30,215

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △288  △288     △288

剰余金の配当   △240  △240     △240

役員賞与（注）   △36  △36     △36

当期純利益   1,708  1,708     1,708

自己株式の取得    △300 △300     △300

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
     △579 61 △518 △3 △521

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 1,144 △300 843 △579 61 △518 △3 322

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 22,592 △304 29,358 1,145 34 1,180 － 30,538

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間（当期）純利益 1,573 1,368 3,116

減価償却費 469 423 962

減損損失 － － 6

退職給付引当金の増加(△減少)額 62 51 65

賞与引当金の増加(△減少)額 0 △0 7

貸倒引当金の増加(△減少)額 △26 △5 △14

受取利息及び受取配当金 △38 △38 △68

支払利息 1 1 3

為替差損(△益) 4 △21 △31

売上債権の減少(△増加)額 △1,027 808 △1,425

たな卸資産の減少(△増加)額 △617 △398 △860

仕入債務の増加(△減少)額 2,427 △472 2,574

未払消費税等の増加(△減少)額 30 52 4

役員賞与の支払額 △36 － △36

その他 △31 △57 208

小計 2,792 1,710 4,510

利息及び配当金の受取額 37 36 67

利息の支払額 △1 △1 △3

法人税等の支払額 △599 △714 △1,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,228 1,030 3,244
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出 △508 △227 △508

投資有価証券の売却による収入 101 10 113

有形固定資産の取得による支出 △212 △724 △416

有形固定資産の売却による収入 0 － 3

無形固定資産の取得による支出 △31 △64 △44

保険積立金の契約による支出 － △0 △339

保険積立金の契約解約による収入 － － 98

貸付けによる支出 △4 － △4

貸付金の回収による収入 2 7 5

その他 7 △0 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △644 △999 △1,086

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △23 △23 △46

配当金の支払額 △288 △317 △527

自己株式取得による支出 － △161 △300

 その他 △0 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー △311 △502 △874

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 27 42

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額 1,266 △443 1,326

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,953 9,280 7,953

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高
※ 9,219 8,836 9,280
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

ＱＳＯインダストリアル株式会

社

前澤給装（南昌）有限公司

ＱＳＯインダストリアル株式会

社については、平成18年６月27日

に藤伸商事株式会社より社名変更

いたしました。

(1)連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

ＱＳＯインダストリアル株式会

社

前澤給装（南昌）有限公司

 

(1)連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

ＱＳＯインダストリアル株式会社

前澤給装（南昌）有限公司

ＱＳＯインダストリアル株式会社

については、平成18年６月27日に藤

伸商事株式会社より社名変更いたし

ました。

(2)非連結子会社の名称等

ＱＳＯサービス株式会社

非連結子会社は、総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金等

が、いずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。

(2)非連結子会社の名称等

ＱＳＯサービス株式会社

同　左

(2)非連結子会社の名称等

ＱＳＯサービス株式会社

上記非連結子会社は、総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余

金等が、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。

持分法を適用していない非連結子会

社(ＱＳＯサービス株式会社)は、中

間純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外してお

ります。

同　左 持分法適用会社はありません。

なお、非連結子会社であるＱＳＯ

サービス株式会社の当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため、持分法を適用しておりません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社のうち前澤給装（南

昌）有限公司の中間決算日は、６月

30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、中間連

結決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調

整を行なっております。

　ＱＳＯインダストリアル株式会社

との中間決算日と中間連結決算日は

一致しております。

同　左 連結子会社のうち前澤給装（南

昌）有限公司については、12月31

日が決算日であります。

　連結財務諸表の作成にあたって

は、当該会社の決算日の財務諸表

を使用しておりますが、連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行なっ

ております。

　ＱＳＯインダストリアル株式会

社の決算日と連結決算日は一致し

ております。
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

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）重要な資産の評価基準及び

評価方法

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法

イ.有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

イ.有価証券

満期保有目的の債券

同　左 

イ.有価証券

満期保有目的の債券 

同　左 

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

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）

その他有価証券

時価のあるもの

 同　左

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

ロ.たな卸資産 ロ.たな卸資産 ロ.たな卸資産

商品・製品・半製品・原材料

：主として月別総平均法

に基づく原価法

商品・製品・半製品・原材料

： 同　左

商品・製品・半製品・原材料 

 同　左

仕掛品：主としてロット単位の

個別法に基づく原価法

仕掛品：同　左 仕掛品：同　左

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

イ.有形固定資産

（当社および国内連結子会社）

建物：定率法及び定額法

イ.有形固定資産

（当社および国内連結子会社）

同　左

イ.有形固定資産

（当社および国内連結子会社）

同　左

その他：定率法

なお、耐用年数および残存

価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準に

よっております。

（在外連結子会社）

所在地国の会計基準の規定に

基づく定額法

（在外連結子会社）

同　左

（在外連結子会社）

同　左

 

 

（会計方針の変更）

　当社および国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産に

ついて、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。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

 （追加情報）

　当社および国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

 

ロ.無形固定資産

（当社および国内連結子会社）

定額法

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。また、ソフトウェ

ア（自社利用）については、

社内における見込利用可能

期間（５年）による定額法

によっております。

ロ.無形固定資産

（当社および国内連結子会社）

同　左

ロ.無形固定資産

（当社および国内連結子会社）

同　左

（在外連結子会社）

所在地国の会計基準の規定に

基づく定額法

（在外連結子会社）

同　左

（在外連結子会社）

同　左

ハ.長期前払費用

定額法

なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

ハ.長期前払費用

同　左

ハ.長期前払費用

同　左

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

イ.貸倒引当金

売上債権、その他の金銭債

権の貸倒の損失に備えるため、

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

収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

イ.貸倒引当金

同　左

イ.貸倒引当金

同　左

ロ.賞与引当金

従業員に対して将来支給

する賞与のうち当中間連結

会計期間の負担額を当中間

連結会計期間の費用に計上

するため設定したものであ

り、支給見込額により計上

しております。

ロ.賞与引当金

同　左

ロ.賞与引当金

従業員に対して将来支給

する賞与のうち当連結会計

年度の負担額を当連結会計

年度の費用に計上するため

設定したものであり、支給

見込額により計上しており

ます。
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

ハ.役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支

給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しており

ます。 

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を適

用しております。

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ９百

万円減少しております。

ハ.役員賞与引当金

同　左

ハ.役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支

給見込額の当連結会計年度

の期間負担額を計上してお

ります。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号平成

17年11月29日）を適用して

おります。

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ16百

万円減少しております。

ニ.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、

当中間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、総合設立の厚生年

金基金については、当該年

金基金への要拠出額を退職

給付費用として計上してお

ります。

　また、数理計算上の差異

は、それぞれ発生の翌連結

会計年度から各連結会計年

度の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按

分した額を費用処理してお

ります。

ニ.退職給付引当金

同　左 

ニ.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、

計上しております。

　なお、総合設立の厚生年

金基金については、当該年

金基金への拠出額を退職給

付費用として計上しており

ます。

　また、数理計算上の差異

は、それぞれ発生の翌連結

会計年度から各連結会計年

度の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による按分額を費用処

理しております。

ホ.役員退職慰労引当金

役員の退職金の支払いに

備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。

ホ.役員退職慰労引当金

同　左 

ホ.役員退職慰労引当金

役員の退職金の支払いに

備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してお

ります。
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

 

 

（追加情報）

従来、当社では役員の退

職金の支払いに備えるため、

内規に基づく要支給額を役

員退職慰労引当金として計

上しておりましたが、平成

19年５月14日開催の取締役

会において、役員退職慰労

金制度を平成19年６月27日

の定時株主総会終結の時を

もって廃止することを決議

し、平成19年６月27日の定

時株主総会において、役員

退職慰労金制度廃止に伴う

打ち切り支給の件が承認可

決されております。

　これに伴い、同日までの

役員退職慰労引当金を全額

「長期未払金」に振替え、

固定負債の「その他」に含

めて表示しております。

　この結果、当中間連結会

計期間末の役員退職慰労引

当金は、連結子会社分のみ

となっております。

 

 

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められたもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同　左 同　左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

(5）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税及び地方消費税（消費

税等）の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。

消費税及び地方消費税（消費

税等）の処理方法

同　左

消費税及び地方消費税（消費

税等）の処理方法

同　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、随時引き出し可能な預

金及び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

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同　左 同　左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）を適

用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、30,330百万円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。

当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）を適用

しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、30,538百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

 ──────

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

　前中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に表示しておりました「自己株式取得による支出」に

ついては、重要性が増したため、当中間連結会計期間において区分

掲記することといたしました。

　なお、前中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めておりました「自己株式取得による支出」は、

０百万円であります。

追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

社宅の従業員負担額は、前連結会計年度ま

で営業外収益「従業員社宅家賃」に計上して

おりましたが、発生費用との対応をより適切

にするため、当中間連結会計期間より製造原

価または販売費及び一般管理費から控除する

こととしました。この結果、従来の方法に比

べ、営業利益は、13百万円増加しております

が、経常利益及び税金等調整前中間純利益に

与える影響は軽微であります。

───── 社宅の従業員負担額は、前連結会計年度ま

で営業外収益「従業員社宅家賃」に計上して

おりましたが、発生費用との対応をより適切

にするため、当連結会計年度より製造原価ま

たは販売費及び一般管理費から控除すること

としました。この結果、従来の方法に比べ、

営業利益は、30百万円増加しておりますが、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却累計額

 11,844 百万円

※１．有形固定資産減価償却累計額

 12,254 百万円

※１．有形固定資産減価償却累計額

 11,901 百万円

※２. 担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２. 担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２. 担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 16 百万円

土地 123 百万円

計 140 百万円

建物及び構築物 15 百万円

土地 123 百万円

計 138 百万円

建物及び構築物 15 百万円

土地 123 百万円

計 138 百万円

担保付債務は、次のとおりであります。 担保付債務は、次のとおりであります。 担保付債務は、次のとおりであります。

一年以内返済予定の

長期借入金
35 百万円

一年以内返済予定の

長期借入金
13 百万円

長期借入金 150 百万円 長期借入金 114 百万円 長期借入金 137 百万円

３．受取手形裏書譲渡高 ３．受取手形裏書譲渡高 ３．受取手形裏書譲渡高

 11 百万円  12 百万円  12 百万円

※４．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。

なお、当中間連結会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。

 受取手形 327百万円

 支払手形 175百万円

※４．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。

なお、当中間連結会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。

 受取手形 342百万円

 支払手形 169百万円

※４．連結会計年度末日満期手形　　　　

連結会計年度末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理を

しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の

休日であったため、次の連結会計年度末日

満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。

 受取手形 509百万円

 支払手形 263百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次の

とおりであります。

運送費 337 百万円

従業員給与手当 666 百万円

退職給付費用 68 百万円

賞与引当金繰入額 138 百万円

役員賞与引当金繰入額 9 百万円

役員退職慰労引当金繰

入額
19 百万円

運送費 320 百万円

従業員給与手当 675 百万円

退職給付費用 66 百万円

賞与引当金繰入額 143 百万円

役員賞与引当金繰入額 15 百万円

役員退職慰労引当金繰

入額
8 百万円

運送費 689 百万円

従業員給与手当 1,456 百万円

賞与引当金繰入額 149 百万円

役員賞与引当金繰入額 16 百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
30 百万円

貸倒引当金繰入額 15 百万円

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりで

あります。 

※２．　　　　　───── ※２. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりで

あります。

その他 0 百万円 機械装置及び運搬具 0 百万円

 その他 0 百万円

計 0 百万円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

その他 9 百万円 機械装置及び運搬具 0 百万円

その他 2 百万円

計 3 百万円

建物及び構築物 3 百万円

機械装置及び運搬具 48 百万円

その他 12 百万円

計 64 百万円

※４．　　　　　───── ※４．解約金は、リース解約に伴うものであり

ます。

※４．解約金は、リース解約及び保険解約に伴

うものであります。

※５．　　　　　───── ※５．　　　　　───── ※５．減損損失

当連結会計期間において、当社グルー

プは、以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失額

新潟県

三条市
倉庫 土地 6百万円 

当社グループは、管理会計上の区分を基

準に、概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位として各営業拠点及び

各製造部を認識しており、その区分に基づ

いてグルーピングを実施しております。

当連結会計期間において、上記資産は売

却方針を決定したため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（６百万円）として特別損失に計上してお

ります。

なお、回収可能価額は、固定資産税評価

額を基に算定した正味売却価額より算定し

ております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年4月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末株

式数（千株） 

発行済株式数     

普通株式 16,005 － － 16,005

合計 16,005 － － 16,005

自己株式     

普通株式（注） 4 0 － 5

合計 4 0 － 5

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月28日

定時株主総会 
普通株式 288 18.00 平成18年３月31日  平成18年６月29日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類 
 配当金の総額

（百万円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額

（円）

 基準日  効力発生日

平成18年11月13日

取締役会 
普通株式 240 利益剰余金 15.00 平成18年９月30日  平成18年12月８日

当中間連結会計期間（自　平成19年4月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末株

式数（千株） 

発行済株式数     

普通株式 16,005 － － 16,005

合計 16,005 － － 16,005

自己株式     

普通株式（注） 164 81 － 246

合計 164 81 － 246

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加81千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加81千株、単元未満株式の買取による増加

０千株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月27日

定時株主総会 
普通株式 316 20.00 平成19年３月31日  平成19年６月28日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類 
 配当金の総額

（百万円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額

（円）

 基準日  効力発生日

平成19年11月12日

取締役会 
普通株式 236 利益剰余金 15.00 平成19年９月30日  平成19年12月７日
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前連結会計年度（自　平成18年4月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式数     

普通株式 16,005 － － 16,005

合計 16,005 － － 16,005

自己株式     

普通株式（注） 4 159 － 164

合計 4 159 － 164

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加159千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加159千株、単元未満株式の買取りによる

増加０千株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月28日

定時株主総会 
普通株式 288 18.00 平成18年３月31日  平成18年６月29日

平成18年11月13日

取締役会
普通株式 240 15.00 平成18年９月30日  平成18年12月８日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 
 配当金の総額

（百万円）
 配当の原資

 1株当たり

配当額

（円）

 基準日  効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会 
普通株式 316 利益剰余金 20.00 平成19年３月31日  平成19年６月28日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 9,219 百万円

現金及び現金同等物 9,219 百万円

現金及び預金勘定 8,836 百万円

現金及び現金同等物 8,836 百万円

現金及び預金勘定 9,280 百万円

現金及び現金同等物 9,280 百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

機械装置及び

運搬具
87 70 16

有形固定資産

「その他」
367 210 157

無形固定資産

(ソフトウェ

ア)

8 7 0

合計 463 288 174

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間期末

残高相当

額

(百万円)

機械装置及び

運搬具
38 34 3

有形固定資産

「その他」
317 167 149

合計 355 201 153

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

機械装置及び

運搬具
62 53 8

有形固定資産

「その他」
306 178 127

無形固定資産

(ソフトウェ

ア)

8 8 －

合計 377 240 136

(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高相当額が、有形固定資産及び無

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

(注)　　同　左 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高相当額が、有形固定資産及び無形固

定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定してお

ります。

② 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

② 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

② 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 86 百万円

１年超 87 百万円

計 174 百万円

１年内 65 百万円

１年超 88 百万円

計 153 百万円

１年内 67 百万円

１年超 69 百万円

計 136 百万円

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産及び無形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(注)　　同　左 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産及び

無形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 53 百万円

減価償却費相当額 53 百万円

支払リース料 42 百万円

減価償却費相当額 42 百万円

支払リース料 102 百万円

減価償却費相当額 102 百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

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。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同　左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同　左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 37 百万円

１年超 33 百万円

計 70 百万円

１年内 35 百万円

１年超 22 百万円

計 58 百万円

１年内 37 百万円

１年超 27 百万円

計 65 百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 501 500 △0

合計 501 500 △0

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 707 2,776 2,069

(2）投資信託 66 143 77

合計 773 2,920 2,146

（注）　減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

子会社及び関連会社株式

非上場株式 30

その他有価証券

非上場株式 49

貸付信託受益証券 10

投資事業組合出資金 32

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 500 500 △0

合計 500 500 △0

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 707 2,229 1,521

(2）投資信託 67 143 76

合計 775 2,373 1,597

（注）　減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

子会社及び関連会社株式

非上場株式 30

その他有価証券

非上場株式 76

投資事業組合出資金 10

債権流動化債券 200

合計 317

－ 26 －

前澤給装工業㈱（6485）平成20年３月期中間決算短信



前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 501 500 △0

合計 501 500 △0

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 707 2,536 1,829

(2）投資信託 67 155 87

合計 774 2,691 1,916

（注）　減損処理にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

ります。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 49

貸付信託受益証券 10

投資事業組合出資金 11

合計 70

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年

９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）において、当社グループは、デリバティブ取引を全く

利用していないため、該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成

19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）において、当社グループは水道用給水装置機

材器具関係の製品専門メーカーとして、同一セグメントに属する給水バルブ及び継手類の製造、加工、販売を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成

19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）において、本邦の売上高は全セグメントの売

上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成

19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）において、海外売上高がないため該当事項は

ありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,895円 61銭

１株当たり中間純利益 56円 16銭

１株当たり純資産額 1,950円 47銭

１株当たり中間純利益 49円 45銭

１株当たり純資産額 1,927円81銭

１株当たり当期純利益 107円11銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

同　左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 898 782 1,708

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－）

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 898 782 1,708

期中平均株式数（千株） 16,000 15,825 15,948

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 8,821 8,388 8,850

２　受取手形 ※２ 7,991 7,827 9,292

３　売掛金 3,892 3,652 2,979

４　有価証券 － 700 －

５　たな卸資産 3,982 4,431 4,126

６　繰延税金資産 152 147 154

７　その他 288 214 171

貸倒引当金 △14 △16 △28

流動資産合計 25,114 61.5 25,345 62.8 25,546 62.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1)　建物 3,502 3,338 3,427

(2)　機械及び装置 1,272 1,097 1,170

(3)　土地 4,419 4,892 4,432

(4)　その他 405 408 362

有形固定資産合計 9,600 23.5 9,736 24.1 9,392 22.9

２　無形固定資産

(1)　ソフトウェア 242 224 200

(2)　その他 1 11 1

無形固定資産合計 244 0.6 235 0.6 202 0.5

３　投資その他の資産

(1)　投資有価証券 3,524 2,475 3,273

(2)　関係会社出資金 1,500 1,500 1,500

(3)　保険積立金 599 839 839

(4)　その他 367 352 340

貸倒引当金 △117 △128 △114

投資その他の資産合計 5,873 14.4 5,038 12.5 5,838 14.3

固定資産合計 15,719 38.5 15,010 37.2 15,432 37.7

資産合計 40,834 100.0 40,356 100.0 40,979 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 ※２ 1,045 798 1,067

２　買掛金 6,593 6,425 6,674

３　未払法人税等 703 603 728

４　賞与引当金 208 214 214

５　役員賞与引当金 9 15 16

６　その他 689 736 693

流動負債合計 9,249 22.6 8,792 21.8 9,394 22.9

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 413 164 311

２　退職給付引当金 664 718 667

３　役員退職慰労引当金 59 － 68

４　その他 2 69 3

固定負債合計 1,140 2.8 952 2.3 1,050 2.6

負債合計 10,389 25.4 9,744 24.1 10,445 25.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  3,358 8.2  3,358 8.3  3,358 8.2

２　資本剰余金          

(1)　資本準備金 3,711 3,711 3,711

資本剰余金合計 3,711 9.1 3,711 9.2 3,711 9.1

３　利益剰余金          

(1)　利益準備金 839 839 839

(2)　その他利益剰余金    

別途積立金 18,000 19,000 18,000

繰越利益剰余金 3,259 3,214 3,786

利益剰余金合計 22,099 54.1 23,053 57.1 22,626 55.1

４　自己株式  △4 △0.0  △466 △1.1  △304 △0.7

株主資本合計 29,164 71.4 29,657 73.5 29,392 71.7

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価差額金 1,279   953   1,141   

評価・換算差額等合計 1,279 3.2 953 2.4 1,141 2.8

純資産合計 30,444 74.6 30,611 75.9 30,533 74.5

負債純資産合計 40,834 100.0 40,356 100.0 40,979 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前事業年度の要約損益計算書
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

区分
注記番
号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,399 100.0 13,066 100.0 27,488 100.0

Ⅱ　売上原価 9,061 67.6 9,102 69.7 18,927 68.9

売上総利益 4,338 32.4 3,964 30.3 8,560 31.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,833 21.2 2,728 20.9 5,555 20.2

営業利益 1,504 11.2 1,235 9.4 3,004 10.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 84 0.6 97 0.8 142 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 4 0.0 6 0.1 14 0.0

経常利益 1,584 11.8 1,326 10.1 3,133 11.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 3 0.1 － － 3 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 12 0.1 3 0.0 78 0.3

税引前中間（当期）純利益 1,575 11.8 1,323 10.1 3,058 11.1

法人税、住民税及び事業税 715 593 1,312

過年度法人税、住民税及び
事業税

－ － 129

法人税等調整額 △48 667 5.0 △13 579 4.4 △60 1,382 5.0

中間（当期）純利益 908 6.8 744 5.7 1,676 6.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）  

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益

準備金

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 3,711 839 17,000 3,674 21,514 △3 28,580

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）     1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当（注）      △288 △288  △288

役員賞与（注）      △36 △36  △36

中間純利益      908 908  908

自己株式の取得        △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 1,000 △415 584 △0 584

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,358 3,711 3,711 839 18,000 3,259 22,099 △4 29,164

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,712 1,712 30,293

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △288

役員賞与（注）   △36

中間純利益   908

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△433 △433 △433

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△433 △433 151

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,279 1,279 30,444

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）  

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益

準備金

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 3,711 839 18,000 3,786 22,626 △304 29,392

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て     1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当      △316 △316  △316

中間純利益      744 744  744

自己株式の取得        △161 △161

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 1,000 △572 427 △161 265

平成19年９月30日　残高

（百万円）
3,358 3,711 3,711 839 19,000 3,214 23,053 △466 29,657

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,141 1,141 30,533

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △316

中間純利益   744

自己株式の取得   △161

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△187 △187 △187

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△187 △187 77

平成19年９月30日　残高

（百万円）
953 953 30,611
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）  

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益

準備金

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 3,711 839 17,000 3,674 21,514 △3 28,580

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）     1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当（注）      △288 △288  △288

剰余金の配当      △240 △240  △240

役員賞与（注）      △36 △36  △36

当期純利益      1,676 1,676  1,676

自己株式の取得        △300 △300

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
         

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 1,000 112 1,112 △300 811

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,358 3,711 3,711 839 18,000 3,786 22,626 △304 29,392

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,712 1,712 30,293

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △288

剰余金の配当   △240

役員賞与（注）   △36

当期純利益   1,676

自己株式の取得   △300

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△571 △571 △571

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△571 △571 240

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,141 1,141 30,533

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

１.資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

子会社株式・出資金

移動平均法に基づく原価法

(1）有価証券

子会社株式・出資金

同　左

(1）有価証券

子会社株式・出資金

同　左

満期保有目的の債券

償却原価法

満期保有目的の債券

 同　左

満期保有目的の債券

同　左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同　左 

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

移動平均法にて算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左 

時価のないもの

同　左

(2）たな卸資産

商品、製品、半製品、原材料

月別総平均法に基づく原価法

(2）たな卸資産

商品、製品、半製品、原材料

　　同　左　　

(2）たな卸資産

商品、製品、半製品、原材料

同　左

仕掛品

ロット単位の個別法に

基づく原価法

仕掛品

同　左

仕掛品

同　左

２.固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

建物…定率法及び定額法

(1）有形固定資産

建物…定率法及び定額法

(1）有形固定資産

建物…定率法及び定額法

その他…定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

その他…定率法

同　左  

その他…定率法

同　左 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、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。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　この変更による損益に与える影

響は軽微であります。
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項目

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

(2）無形固定資産

定額法

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

また、ソフトウェア(自社利

用)については、社内におけ

る見込利用可能期間(５年）

による定額法によっておりま

す。

(2）無形固定資産

同　左

(2）無形固定資産

同　左

(3）長期前払費用

　定額法

なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(3）長期前払費用

同　左

(3）長期前払費用

同　左

３.引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、その他の金銭債権の

貸倒の損失に備えるため、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勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同　左

(1）貸倒引当金

同　左

(2）賞与引当金

従業員に対して将来支給する賞

与のうち当中間会計期間負担額を

当中間会計期間の費用に計上する

ため設定したものであり、支給見

込額に基づいて計上しております。

(2）賞与引当金

同　左

(2）賞与引当金

従業員に対して将来支給する賞

与のうち当期負担額を当期の費用

に計上するため設定したものであ

り、支給見込額に基づいて計上し

ております。

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ９百万円減少しております。

(3）役員賞与引当金

 同　左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度末における支給見込額の当

事業年度の期間負担額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準

第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。

これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ16百万円減少しております。 
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項目

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、

当中間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、総合設立の厚生年金基金

については、当該年金基金への要

拠出額を退職給付費用として計上

しております。

また、数理計算上の差異は、そ

れぞれ発生の翌事業年度から各事

業年度の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)による

定額法により按分した額を費用処

理しております。

(4）退職給付引当金

同　左

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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

計上しております。

なお、総合設立の厚生年金基金

については、当該年金基金への拠

出額を退職給付費用として計上し

ております。

また、数理計算上の差異は、そ

れぞれ発生年度の翌事業年度から

各事業年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により按分額を費用処

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払いに備

えるため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

  ──────

 

 

（追加情報）

　従来、役員の退職金の支払いに

備えるため、内規に基づく要支給

額を役員退職慰労引当金として計

上しておりましたが、平成19年５

月14日開催の取締役会において、

役員退職慰労金制度を平成19年６

月27日の定時株主総会終結の時を

もって廃止することを決議し、平

成19年６月27日の定時株主総会に

おいて、役員退職慰労金制度廃止

に伴う打ち切り支給の件が承認可

決されております。

　これに伴い、同日までの役員退

職慰労引当金を全額「長期未払

金」に振替え、固定負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

４.リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同　左 同　左

５.その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税(消費税

等)の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

同　左 同　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、30,444百万円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、30,533百万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

追加情報

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

社宅の従業員負担額は、前事業年度まで営

業外収益「従業員社宅家賃」に計上しており

ましたが、発生費用との対応をより適切にす

るため、当中間会計期間より製造原価または

販売費及び一般管理費から控除することとし

ました。この結果、従来の方法に比べ営業利

益は13百万円増加しておりますが、経常利益

及び税引前中間純利益に与える影響は軽微で

あります。

────── 社宅の従業員負担額は、前事業年度まで営

業外収益「従業員社宅家賃」に計上しており

ましたが、発生費用との対応をより適切にす

るため、当事業年度より製造原価または販売

費及び一般管理費から控除することとしまし

た。この結果、従来の方法に比べ、営業利益

は、30百万円増加しておりますが、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は軽微で

あります。 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却累計額　

11,605百万円

※１．有形固定資産減価償却累計額　

11,891百万円

※１．有形固定資産減価償却累計額　

11,603百万円

※２．中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれております。

※２．中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれております。

※２．事業年度末日満期手形

事業年度末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度の末日は金融機関の

休日であったため、次の事業年度末日満期

手形が当事業年度末の残高に含まれており

ます。

 受取手形 327百万円

 支払手形 174百万円

 受取手形 342百万円

 支払手形 169百万円

 受取手形 509百万円

 支払手形 263百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１.営業外収益の主要項目　

 受取利息 1百万円

 保険解約金 26百万円

 受取配当金 35百万円

※１.営業外収益の主要項目　

 受取利息 13百万円

 保険解約返戻金 38百万円

 受取配当金 23百万円

※１.営業外収益の主要項目

 受取利息 7百万円

 保険解約返戻金 26百万円

 受取配当金 55百万円

※２.営業外費用の主要項目　

 売上割引 4百万円

※２.営業外費用の主要項目　

 売上割引 5百万円

※２.営業外費用の主要項目　

 売上割引 10百万円

※３.特別利益の主要項目　

 固定資産売却益 0百万円

 会員権売却益 3百万円

※３.特別利益の主要項目　

 ――――――

※３.特別利益の主要項目　

 固定資産売却益 0百万円

 会員権売却益 3百万円

※４.特別損失の主要項目　

 固定資産売却損 3百万円

 固定資産除却損 9百万円

※４.特別損失の主要項目　

 固定資産除却損 3百万円

※４.特別損失の主要項目

 固定資産売却損 3百万円

 固定資産除却損 64百万円

 投資事業組合清算損 9百万円

　５.減価償却実施額　

 有形固定資産 355百万円

 無形固定資産 66百万円

　５.減価償却実施額　

 有形固定資産 337百万円

 無形固定資産 34百万円

　５.減価償却実施額　

 有形固定資産 741百万円

 無形固定資産 122百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

普通株式 （注） 4 0 － 5

合計 4 0 － 5

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加株

式数（千株） 

当中間会計期間減少株

式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

普通株式 （注） 164 81 － 246

合計 164 81 － 246

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加81千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加81千株、単元未満株式の買取りによる増

加０千株であります。 

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加株式数

（千株） 

当事業年度減少株式数

（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

普通株式 （注） 4 159 － 164

合計 4 159 － 164

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加159千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加159千株、単元未満株式の買取りによる

増加０千株であります。 
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（リース取引関係）

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定資産
「その他」

448 276 172

ソフトウェア 8 7 0

合計 457 284 173

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定資産
「その他」

350 197 153

合計 350 197 153

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
「その他」

363 228 135

ソフトウェア 8 8 －

合計 372 236 135

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産及び無形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

同　左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産及び無形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

② 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

② 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

② 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 85 百万円

１年超 87 百万円

計 173 百万円

１年内 64 百万円

１年超 88 百万円

計 153 百万円

１年内 66 百万円

１年超 69 百万円

計 135 百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産及び無形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同　左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産及

び無形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 53 百万円

減価償却費相当額 53 百万円

支払リース料 42 百万円

減価償却費相当額 42 百万円

支払リース料 101 百万円

減価償却費相当額 101 百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

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。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同　左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同　左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 37 百万円

１年超 33 百万円

計 70 百万円

１年内 35 百万円

１年超 22 百万円

計 58 百万円

１年内 37 百万円

１年超 27 百万円

計 65 百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）、当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）及び前事業年度末（平成19年３月31日現

在）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,902円70銭

１株当たり中間純利益 56円79銭

１株当たり純資産額 1,942円46銭

１株当たり中間純利益 47円2銭

１株当たり純資産額 1,927円52銭

１株当たり当期純利益 105円10銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

同　左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないため記載

しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 908 744 1,676

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－） (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 908 744 1,676

期中平均株式数（千株） 16,000 15,825 15,948

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）生産実績

水道用給水装置機材器具の生産実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

 （単位　百万円未満切捨） 

区分
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

給水バルブ 5,328 5,069 11,078

継手 6,705 6,270 13,416

合計 12,033 11,340 24,494

（注）１．給水バルブとは止水栓、分水栓、分岐弁、小型空気弁などであります。

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などであります。

３．金額は販売価格で表示しております。

４．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

水道用給水装置機材器具の商品仕入実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

 （単位　百万円未満切捨） 

区分
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

樹脂配管材料 716 691 1,587

鋳鉄配管材料 266 225 569

その他 1,310 1,198 2,715

合計 2,293 2,114 4,872

（注）１．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。

２．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筺類などであります。

３．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。

４．金額は仕入価格で表示しております。

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当社グループ製品は需要予測に基づいて見込生産により行っており、受注生産は行っておりません。

なお、水道用給水装置機材器具の工事受注は次のとおりであります。

 （単位　百万円未満切捨） 

区分 

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

建築工事 144 137 113 123 204 110

合計 144 137 113 123 204 110

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

当中間連結会計期間の水道用給水装置機材器具の販売実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

 （単位　百万円未満切捨） 

区分
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

製品

給水バルブ

継手

4,891

5,778

4,852

5,717

10,171

11,694

小計 10,669 10,570 21,866

商品

樹脂配管材料

鋳鉄配管材料

その他

811

291

1,668

781

250

1,548

1,788

626

3,443

小計 2,771 2,581 5,858

工事

建築工事 29 99 116

小計 29 99 116

合計 13,470 13,251 27,841

（注）１．給水バルブとは止水栓、分水栓、分岐弁、小型空気弁などであります。

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などであります。

３．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。

４．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。

５．商品（その他）とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。

６．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

渡辺パイプ株式会社 1,479 11.0 1,519 11.5 3,133 11.3

７．上記金額には消費税額は含まれておりません。

－ 43 －
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