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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 5,834 ― 343 ― 368 ― 209 ―

20年3月期第1四半期 6,465 △0.8 694 △9.6 724 △8.7 429 △5.1

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 13.47 ―

20年3月期第1四半期 27.08 ―

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 37,895 30,199 79.7 1,937.04
20年3月期 38,512 30,446 79.1 1,952.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  30,199百万円 20年3月期  30,446百万円

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 20.00 35.00

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 13,470 ― 1,140 ― 1,220 ― 700 ― 44.90
通期 27,950 2.7 2,930 7.2 3,050 6.3 1,750 16.6 112.25

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 
１．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、業績等の変化によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  16,005,600株 20年3月期  16,005,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  415,034株 20年3月期  414,950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  15,590,587株 20年3月期第1四半期  15,840,886株

- 1 -



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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、エネルギー・原材料価格高の影響を背景にさらに減速して

まいりました。 

当社グループの属する給水装置業界におきましても、主要原材料である銅価格の高止まり、昨年６月の改正建築

基準法の影響による新設住宅着工戸数の低迷など、引き続き厳しい事業環境となりました。 

こうした環境下、当社グループにおきましては、営業情報の早期収集による販売力の強化、製品の改良及び生産

工程の見直しなど全社的なコスト削減を進めてまいりました。 

しかしながら、新設住宅着工戸数の低迷から、首都圏を中心とした販売が伸び悩み、一方銅価格の高止まりに加

えて樹脂製品の主原料であるナフサの高騰、当第１四半期連結会計期間から適用した棚卸資産の評価基準により、

当第１四半期連結会計期間の売上高は58億34百万円、経常利益は３億68百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は378億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億17百万円減

少いたしました。 

  流動資産は244億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億25百万円減少となりました。これは主に、現金

及び預金が８億22百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が12億95百万円、有価証券が２億円減少したこと等

によるものであります。 

  固定資産は134億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億91百万円減少となりました。これは主に、有形

固定資産が２億51百万円、無形固定資産が20百万円減少したこと等によるものであります。 

  負債は76億95百万円になり、前連結会計年度末に比べ３億69百万円減少となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が84百万円、未払法人税等が３億３百万円減少したこと等によるものであります。 

  純資産は301億99百万円になり、前連結会計年度末に比べ２億47百万円減少となりました。これは主に、為替換

算調整勘定が１億18百万円、利益剰余金が１億１百万円減少したこと等によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の業績は概ね当初予定（平成20年5月12日公表）通り推移しており、連結・個別とも業績予想の変

更はございません。 

  上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確実な要因を含んでおります。実

際の業績等は、業況の変化により異なる結果となる可能性があります。 

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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

(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 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。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月別総平均法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ87百万円減少しております。

③ 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

  なお、この適用による損益に与える影響は軽微であります。 
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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 8,397 7,574

受取手形及び売掛金 9,980 11,275

有価証券 1,000 1,200

商品 155 106

製品 2,949 2,702

半製品 370 417

原材料 962 956

仕掛品 137 148

繰延税金資産 229 150

その他 232 208

貸倒引当金 △7 △8

流動資産合計 24,408 24,733

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,884 7,898

減価償却累計額 △4,493 △4,434

建物及び構築物（純額） 3,391 3,464

機械装置及び運搬具 7,675 7,751

減価償却累計額 △5,971 △5,906

機械装置及び運搬具（純額） 1,703 1,844

土地 5,030 5,029

建設仮勘定 3 6

その他 2,734 2,715

減価償却累計額 △2,373 △2,318

その他（純額） 361 396

有形固定資産合計 10,490 10,741

無形固定資産 235 255

投資その他の資産   

投資有価証券 1,600 1,645

長期貸付金 11 12

保険積立金 883 881

繰延税金資産 117 90

その他 182 186

貸倒引当金 △33 △34

投資その他の資産合計 2,761 2,781

固定資産合計 13,487 13,779

資産合計 37,895 38,512
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,347 5,432

1年内返済予定の長期借入金 46 46

未払法人税等 262 566

賞与引当金 379 224

役員賞与引当金 3 29

その他 814 936

流動負債合計 6,854 7,235

固定負債   

長期借入金 79 91

退職給付引当金 683 653

役員退職慰労引当金 17 16

その他 60 69

固定負債合計 841 830

負債合計 7,695 8,065

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,358 3,358

資本剰余金 3,711 3,711

利益剰余金 23,438 23,540

自己株式 △796 △795

株主資本合計 29,712 29,814

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 536 563

為替換算調整勘定 △49 68

評価・換算差額等合計 487 632

純資産合計 30,199 30,446

負債純資産合計 37,895 38,512
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（２） 四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 5,834

売上原価 4,111

売上総利益 1,723

販売費及び一般管理費 1,379

営業利益 343

営業外収益  

受取利息 2

有価証券利息 1

受取配当金 18

雑収入 12

営業外収益合計 35

営業外費用  

支払利息 0

売上割引 2

為替差損 6

その他 0

営業外費用合計 10

経常利益 368

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券売却損 0

固定資産除却損 0

解約金 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 369

法人税、住民税及び事業税 246

法人税等調整額 △87

法人税等合計 159

四半期純利益 209
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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）

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) 

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 369

減価償却費 230

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30

賞与引当金の増減額（△は減少） 154

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △22

支払利息 0

為替差損益（△は益） 6

売上債権の増減額（△は増加） 1,292

たな卸資産の増減額（△は増加） △273

仕入債務の増減額（△は減少） △80

未払消費税等の増減額（△は減少） △33

その他 25

小計 1,672

利息及び配当金の受取額 23

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △540

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 68

有価証券の償還による収入 200

投資有価証券の取得による支出 △2

有形固定資産の取得による支出 △171

無形固定資産の取得による支出 △26

保険積立金の積立による支出 △1

貸付金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 68

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 △11

配当金の支払額 △300

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 899

現金及び現金同等物の期首残高 7,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,886
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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。 

（４） 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

当社グループは水道用給水装置機材器具関連の製造・販売のみを行っており、単一セグメントに該当する

ため記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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 

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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）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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６．その他 

(1) 生産実績 

当第１四半期連結会計期間の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。

 （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 

当第１四半期連結会計期間の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。 

 （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、筐類などであります。 

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、当第１四半期連結会計期間の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。 

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

品目別 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

給水バルブ   （百万円） 2,355 

継手      （百万円） 2,967 

合計      （百万円） 5,323 

品目別 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

樹脂配管材料  （百万円） 265 

鋳鉄配管材料  （百万円） 114 

その他     （百万円） 572 

合計      （百万円） 952 

品目別 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

建築工事 36 100 

合計 36 100 
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(4) 販売実績 

当第１四半期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。

 （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．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。 

７．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

品目別 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

製品  

給水バルブ   （百万円） 2,174 

継手      （百万円） 2,509 

小計      （百万円） 4,683 

商品  

樹脂配管材料  （百万円） 307 

鋳鉄配管材料  （百万円） 123 

その他     （百万円） 667 

小計      （百万円） 1,097 

工事  

建築工事    （百万円） 53 

合計      （百万円） 5,834 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額 (百万円) 割合（％） 

渡辺パイプ㈱ 626 10.7 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 6,465 

Ⅱ 売上原価 4,349 

売上総利益 2,116 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,421 

営業利益 694 

Ⅳ 営業外収益 36 

受取利息 4 

受取配当金 18 

雑収入 13 

Ⅴ 営業外費用 6 

支払利息 0 

為替差損 2 

その他 3 

経常利益 724 

Ⅵ 特別利益 7 

貸倒引当金戻入益 7 

Ⅶ 特別損失 2 

固定資産除却損 2 

税金等調整前四半期純利
益 729 

税金費用 300 

四半期純利益 429 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 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 729 

減価償却費 223 

退職給付引当金の増加（△減少）額 21 

賞与引当金の増加（△減少）額  150 

役員賞与引当金の増加（△減少）額 △8 

貸倒引当金の増加（△減少）額  △7 

受取利息及び受取配当金  △23 

支払利息  0 

為替差損（△益）  2 

売上債権の減少（△増加）額  1,034 

たな卸資産の減少（△増加）額  △447 

仕入債務の増加（△減少）額 △667 

未払消費税等の増加（△減少）額  48 

その他 △64 

小計 991 

利息及び配当金の受取額 21 

利息の支払額  △0 

法人税等の支払額  △696 

営業活動によるキャッシュ・フロー 315 

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 △227 

有形固定資産の取得による支出 △133 

貸付金の回収による収入  0 

その他  △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △360 

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 △11 

配当金の支払額  △300 

自己株式取得による支出  △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △312 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △359 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,280 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 8,920 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

当社グループは水道用給水装置機材器具関連の製造・販売のみを行っており、単一セグメントに該当する

ため記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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