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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 8,290 ― △113 ― △46 ― △35 ―

20年3月期第1四半期 7,610 8.1 △187 ― △52 ― △26 ―

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

21年3月期第1四半期 △0.76 ―

20年3月期第1四半期 △0.57 ―

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

21年3月期第1四半期 36,667 16,443 44.5 348.76
20年3月期 37,316 16,116 42.8 341.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,304百万円 20年3月期  15,975百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 17,230 4.0 120 ― 130 ― 30 ― 0.64
通期 36,890 3.9 880 56.4 870 21.4 450 33.7 9.63

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) 簡便な会計処理及び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、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  46,800,000株 20年3月期  46,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  50,233株 20年3月期  48,285株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  46,750,433株 20年3月期第1四半期  46,758,602株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期の売上高は、水道メーター及びプロパンガスメーターの増加などにより、82億9千万円（前年

同期比8.9％増）となりました。しかしながら、利益面では依然として原材料価格の高騰や厳しい価格競争が
続き、営業損失及び経常損失を余儀なくされました。
なお、例年、第１四半期の業績は季節変動の影響を受け、低水準にとどまっております。当第１四半期も

同様の傾向となりましたが、概ね所期の目標に沿って推移しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりました。
流動資産は、11億3千1百万円減少し、216億6千4百万円となりました。これは、現金及び預金が4億1千4百

万円減少したことや、受取手形及び売掛金が8億9千万円減少したことなどによります。固定資産は、4億8千3
百万円増加し、150億3百万円となりました。これは、繰延税金資産が3億8百万円減少しましたが、投資有価
証券が8億4千7百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、6億4千8百万円減少し、366億6千7
百万円となりました。
流動負債は、9億7千8百万円減少し、108億2千8百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が8億5

千7百万円減少したことなどによります。固定負債は、微増の93億9千5百万円となりました。この結果、負債
合計は、9億7千5百万円減少し、202億2千4百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が1億9千8百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が5億2千7百万円増加

したことなどにより、3億2千7百万円増加し、164億4千3百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績は、ほぼ当初の予想どおり推移しており、平成20年5月13日付「平成20年3月期 決算短信」にて発表い

たしました業績予想に変更はありません。

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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 棚卸資産の評価方法
当第1 四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに
関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法に
よっております。
② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じ

ておらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度において
使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
また、重要性が乏しい連結子会社に関しては、四半期財務諸表における税金費用の計算にあたり、税引

前四半期純損益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する
方法によっております。

(3) 四半期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
① 会計基準等の改正に伴う変更

イ．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

ロ．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、
評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しており
ます。なお、この変更により従来と同様の処理方法によった場合に比較して、売上総利益は11百万円
少なく、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ11 百万円多く計上されており
ます。

② ①以外の変更
従来、作業屑等売却益については営業外収益として処理しておりましたが、発生が恒常的となり、か

つ、金額的な重要性が増してきたことから当第1四半期連結会計期間より売上高として処理することに変
更いたしました。なお、この変更により従来と同様の処理方法によった場合に比較して、売上総利益は
45百万円多く、営業損失は45百万円少なく計上されております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,372 3,786

受取手形及び売掛金 10,371 11,261

有価証券 16 8

製品 337 190

半製品 953 859

仕掛品 5,794 5,635

原材料及び貯蔵品 176 238

その他 656 834

貸倒引当金 △14 △18

流動資産合計 21,664 22,795

固定資産

有形固定資産 4,999 5,063

無形固定資産 16 16

投資その他の資産

投資有価証券 7,125 6,278

その他 2,910 3,209

貸倒引当金 △47 △47

投資その他の資産合計 9,988 9,440

固定資産合計 15,003 14,520

資産合計 36,667 37,316

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,254 7,111

短期借入金 2,838 2,838

未払法人税等 24 42

役員賞与引当金 5 18

その他 1,706 1,796

流動負債合計 10,828 11,807

固定負債

長期借入金 4,760 4,829

退職給付引当金 4,401 4,338

役員退職慰労引当金 163 154

負ののれん 7 8

その他 62 61

固定負債合計 9,395 9,392

負債合計 20,224 21,199
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,340 2,340

資本剰余金 93 93

利益剰余金 11,287 11,486

自己株式 △14 △14

株主資本合計 13,705 13,905

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,598 2,070

評価・換算差額等合計 2,598 2,070

少数株主持分 139 140

純資産合計 16,443 16,116

負債純資産合計 36,667 37,316
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 8,290

売上原価 6,821

売上総利益 1,468

販売費及び一般管理費 1,582

営業損失（△） △113

営業外収益 109

営業外費用 42

経常損失（△） △46

税金等調整前四半期純損失（△） △46

法人税、住民税及び事業税 15

法人税等調整額 △24

法人税等合計 △9

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △35
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期

(平成20年3月期
第１四半期累計期間)

金 額

百万円

売上高 7,610

売上原価 6,385

売上総利益 1,224

販売費及び一般管理費 1,412

営業損失（△） △ 187

 (営業外収益） （ 168　）

受取利息及び配当金 79

負ののれん 5

その他 83

 (営業外費用） （ 33　）

支払利息 26

その他 7

経常損失（△） △ 52

 (特別利益） （ 7　）

投資有価証券売却益 7

税金等調整前四半期純損失（△） △ 45

税金費用 △ 10

少数株主損失（△） △ 8

四半期純損失（△） △ 26
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