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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,200 ― 585 ― 640 ― 1,059 ―
20年3月期第2四半期 7,359 3.3 △283 ― △279 ― △282 ―

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2四半期 64.53 64.39
20年3月期第2四半期 △17.20 ―

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2四半期 21,498 8,806 40.9 535.49
20年3月期 18,874 7,677 40.7 467.49

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,791百万円 20年3月期  7,677百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 26,000 63.2 1,100 ― 1,100 ― 1,500 ― 91.34

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、３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、３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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧く
ださい。 
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。 

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2四半期  16,531,157株 20年3月期  16,531,157株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  113,814株 20年3月期  108,805株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  16,421,033株 20年3月期第2四半期  16,429,065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２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)におけるわが国経済は、原油価格・素材価格

の高騰や米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融市場の混乱の影響を受け、設備投資や輸出に陰りが見

えるなか、生活必需品の物価上昇により消費マインドも伸び悩み、先行き不透明感が増してきております。 

水栓業界におきましては、改正建築基準法施行の影響をはじめ資材価格の高騰に伴う住宅価格の上昇や不動産市

況の悪化が顕在化し住宅投資の持ち直しまでには至っておりません。 

このような状況のもとで、当社グループは、水栓専業メーカーとして確固たる地位の確立と持続的な成長を図る

ため、早期に本年３月の事業の統合効果を創出すべく事業基盤の強化に取り組んでまいりました。 

商品面では、商品の統廃合を推し進め、双方の得意とする分野の開発力を融合させ、商品開発に取り組んでまい

りました。 

営業面では、採算性を重視した選別受注や適正価格の定着化を推進するとともに、新顧客基盤を取り込み、販売

網の拡充や継手・配管部品の販売力強化、アフターサービスの向上など収益力のアップに取り組んでまいりまし

た。 

生産面では、原材料価格の高止まりによる製造コスト上昇分を吸収すべく、ＫＰＳ(KVK Production System)活

動を柱に、仕入コストの抜本的な見直し、生産工程の改善、部材の共通化・内製化、品質の確保など徹底した原価

低減に注力するとともに、４拠点 適生産に向け富加工場へＫＰＳ活動の導入をスタートさせました。 

こうした諸施策の結果、当第２四半期の連結累計期間の業績における売上高は、事業譲受けに伴う新規受注によ

り、132億円(前年同期比79.4％増)となりました。損益面につきましては、原材料価格の高止まりの影響がありま

したものの、販売価格の改善効果や業務全般の効率化、経費の削減などグループ一丸となって継続的なトータルコ

スト削減を図り、営業利益５億85百万円(前年同期は２億83百万円の営業損失)、経常利益６億40百万円(前年同期

は２億79百万円の経常損失)となりました。当第２四半期純損益は、税効果会計による法人税等調整額を３億58百

万円計上したことにより、10億59百万円の四半期純利益(前年同期は２億82百万円の四半期純損失)となりました。

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 
（１）資産、負債及び純資産の状況 

資産は、前連結会計年度末に比べて26億24百万円増加し、214億98百万円となりました。これは主に事業譲受け

の影響による売上高の増加に伴い、受取手形及び売掛金が19億96百万円増加したこと及び、繰延税金資産を３億57

百万円計上したことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて14億94百万円増加し、126億91百万円となりました。これは主に事業譲受け

の影響による仕入高の増加に伴い、支払手形及び買掛金が16億35百万円増加したことによります 

純資産は、前連結会計年度末に比べて11億29百万円増加し、88億６百万円となりました。これは主に四半期純利

益の計上により利益剰余金が10億59百万円増加したことによります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ２

億３百万円増加し、13億86百万円となりました。 

①営業活動によるキャシュ・フロー 

営業活動による資金の増加は６億41百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を７億16百万

円計上したこと及び、売上債権が19億33百万円増加した一方で仕入債務が14億88百万円増加したことによりま

す。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金の減少は１億73百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が１億59

百万円発生したことによります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金の減少は２億85百万円となりました。これは主に短期借入金増加額が１億円増加した一方

で長期借入金の返済による支出が４億円発生したことによります。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
今後の見通しにつきましては、世界的な金融不安の高まり、株式・為替市場の急激な変動を背景に、企業収益

の下振れ懸念など景気の減速傾向が強まるものと予想されます。 

水栓業界におきましても、新設住宅着工戸数の低迷や不動産市況の悪化による影響など住宅需要は弱含みで推

移するものと思われます。 

こうしたなか、当社グループは、事業の統合効果の早期創出を 優先課題として捉え、①成長基盤の再構築

②モノづくりの変革 ③組織と人の活力向上の３つを重点施策に掲げ、新たに取り込んだ顧客基盤を維持し、既

存の顧客基盤との相乗効果を図るとともに、原材料の価格動向を踏まえ適正価格の維持、商品の統廃合、部材の

共通化・内製化、在庫の適正化、諸システムの一元化など原価低減に努め、コスト競争力の強化を追求し、強固

な事業基盤の構築に取り組んでまいります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成20年８月１日に公表いたしました業績予想に変更はございません。  
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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) 

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 

法人税の計上基準については、法定実効税率をベースにした年間予測税率により計上しております。 

  

（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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方

法)に変更しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益がそれぞれ37,927千円減少しております。 
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,386,980 1,183,228

受取手形及び売掛金 8,723,070 6,727,002

商品 81,735 86,981

製品 1,204,322 1,169,401

原材料 2,001,973 1,835,892

仕掛品 609,028 691,976

その他 769,176 417,209

貸倒引当金 △1,860 △2,730

流動資産合計 14,774,425 12,108,962

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,890,266 1,737,761

土地 2,147,824 2,147,824

その他（純額） 2,147,756 2,408,706

有形固定資産合計 6,185,848 6,294,293

無形固定資産 116,589 118,031

投資その他の資産   

投資有価証券 225,916 281,891

その他 200,052 74,469

貸倒引当金 △4,404 △3,393

投資その他の資産合計 421,564 352,967

固定資産合計 6,724,001 6,765,291

資産合計 21,498,427 18,874,254

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,872,971 4,237,871

短期借入金 1,840,000 1,800,000

未払法人税等 47,314 31,795

その他 1,494,110 1,285,397

流動負債合計 9,254,397 7,355,063

固定負債   

長期借入金 2,685,000 3,025,000

退職給付引当金 222,867 232,549

役員退職慰労引当金 162,071 160,449

負ののれん 293,596 326,833

その他 73,875 97,127

固定負債合計 3,437,410 3,841,958

負債合計 12,691,807 11,197,022
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,831,425 2,831,425

資本剰余金 2,999,825 2,999,825

利益剰余金 3,105,572 2,045,959

自己株式 △21,316 △20,240

株主資本合計 8,915,506 7,856,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,885 41,059

為替換算調整勘定 △130,140 △220,797

評価・換算差額等合計 △124,254 △179,737

新株予約権 15,368 －

純資産合計 8,806,619 7,677,231

負債純資産合計 21,498,427 18,874,254
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,200,330

売上原価 10,547,965

売上総利益 2,652,364

販売費及び一般管理費 2,066,690

営業利益 585,673

営業外収益  

受取利息 1,294

受取配当金 2,874

負ののれん償却額 33,237

為替差益 35,572

その他 86,878

営業外収益合計 159,858

営業外費用  

支払利息 76,079

売上割引 26,882

その他 2,374

営業外費用合計 105,335

経常利益 640,196

特別利益  

補助金収入 192,500

特別利益合計 192,500

特別損失  

固定資産除却損 75,838

たな卸資産処分損 40,549

特別損失合計 116,387

税金等調整前四半期純利益 716,308

法人税、住民税及び事業税 14,726

法人税等調整額 △358,031

法人税等合計 △343,304

四半期純利益 1,059,613
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 716,308

減価償却費 350,449

負ののれん償却額 △33,237

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,681

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） 140

受取利息及び受取配当金 △6,234

支払利息 102,961

為替差損益（△は益） △37,446

有形固定資産除却損 75,838

売上債権の増減額（△は増加） △1,933,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,137

仕入債務の増減額（△は減少） 1,488,548

その他の資産の増減額（△は増加） △109,233

その他の負債の増減額（△は減少） 204,323

小計 760,544

利息及び配当金の受取額 6,240

利息の支払額 △103,414

法人税等の支払額 △21,574

営業活動によるキャッシュ・フロー 641,797

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △2,413

有形固定資産の取得による支出 △159,189

その他の支出 △11,819

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,422

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） 100,000

長期借入金の返済による支出 △400,000

新株予約権の発行による収入 15,368

自己株式の取得による支出 △1,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △285,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,751

現金及び現金同等物の期首残高 1,183,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,386,980
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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）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 7,359,291 100.0

Ⅱ 売上原価 6,261,792 85.1

   売上総利益 1,097,499 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

   販売費 1,008,402

   一般管理費 372,594 1,380,997 18.8

   営業損失 283,498 △3.9

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息 1,794

   受取配当金 3,067

   賃貸料 8,434

   作業屑売却益 7,757

   貯蔵品売却益 8,094

   受取保険金 3,983

   雑収入 4,460 37,591 0.5

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 13,923

   売上割引 12,641

   為替差損 1,377

   雑損失 5,283 33,225 0.4

   経常損失 279,132 △3.8

Ⅵ 特別利益 

   固定資産売却益 375

   投資有価証券売却益 410

   貸倒引当金戻入益 1,527 2,313 0.0

Ⅶ 特別損失 

   固定資産売却損 2,403

   固定資産除却損 6,287 8,690 0.1

   税金等調整前中間純損失 285,509 △3.9

   法人税、住民税及び事業税 12,981

   法人税等調整額 △15,988 △3,006 △0.1

   中間純損失 282,503 △3.8
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(2) 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19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間純損失 △285,509 

   減価償却費 224,678 

   退職給付引当金の増減額(減少は△) 2,980 

   役員退職慰労引当金の増減額(減少は△) 3,325 

   貸倒引当金の増減額(減少は△) △1,527 

   受取利息及び受取配当金 △4,861 

   支払利息 26,564 

   為替差益 △4,345 

   有形固定資産売却益 △375 

   投資有価証券売却益 △410 

   有形固定資産売却損 2,403 

   有形固定資産除却損 6,287 

   売上債権の増減額(増加は△) △44,747 

   たな卸資産の増減額(増加は△) △112,388 

   仕入債務の増減額(減少は△) △52,588 

   その他の資産の増減額(増加は△) 66,649 

   その他の負債の増減額(減少は△) △33,281 

    小計 △207,146 

   利息及び配当金の受取額 4,872 

   利息の支払額 △26,106 

   法人税等の支払額 △25,210 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △253,590 

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 △2,333 

   投資有価証券の売却による収入 668 

   有形固定資産の取得による支出 △268,265 

   有形固定資産の売却による収入 4,557 

   その他の支出 △14,272 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △279,645 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増減額(減少は△) 200,000

   長期借入金の返済による支出 △80,000

   自己株式の取得による支出 △1,036

   配当金の支払額 △52

   財務活動によるキャッシュ・フロー 118,911

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,764

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △412,560

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,093,084

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 680,524
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