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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） 

前連結会計年度では連結損益計算書を作成していないため、前年同四半期の数値及びこれに係る前年同四半期増減率については記載しておりません。  

(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 11,454 ― △151 ― △10 ― △60 ―

20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △3.87 ―

20年3月期第2四半期 ― ―

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 41,931 34,543 82.2 2,217.24
20年3月期 41,841 35,105 83.7 2,252.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  34,472百万円 20年3月期  35,029百万円

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 ― 16.50 ― 16.50 33.00
21年3月期 ― 16.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 16.50 33.00

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  有  

前連結会計年度では連結損益計算書を作成していないため、対前期増減率については記載しておりません。  

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 23,600 ― △10 ― 170 ― 40 ― 2.56

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、３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） 

前連結会計年度では連結損益計算書を作成していないため、前年同四半期の期中平均株式数については記載しておりません。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後さまざまな要因により予想数値と異なる可能  
性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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  15,732,000株 20年3月期  15,732,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  184,558株 20年3月期  183,150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  15,548,725株 20年3月期第2四半期  ―株



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におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の混

乱や、一段と高騰を続ける原油価格により、減速感がより一層強まってまいりました。 

 当社グループの関連する上水道・下水道業界および住宅機器関連業界におきましても、依然として低調な公共

投資と減少基調で推移する新設住宅着工戸数に加えて、再三再四にわたる原材料の値上げにより厳しい環境下で

推移いたしました。 

 このような状況の中で当社グループは、省エネルギー・環境配慮をテーマに、水環境システム「アジティス」

の本格事業化と、雨水マス・雨水浸透マスや貯留浸透槽からなる雨水処理システムの構築で、次代を担う新分野

確立に努めております。また、ビニヘッダーや基礎貫通スリーブ、排水用吸気弁などで構成する排水システム部

材の拡販に向けて営業力強化を図っております。 

 一方、生産体制の合理化と業務の効率化を追求し、さらなるコストダウンに努めてまいりましたが、市場環境

の悪化による上水道・下水道製品の需要停滞が長引いているため、原材料値上げにともなう製品への価格転嫁が

思うように進捗いたしませんでした。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高114億54百万円、営業損失１億51百万円、経常損失

10百万円、四半期純損失60百万円となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は主に、有形固定資産の減価償却、投資有価証券の時価下落などにより減

少したものの、現金及び預金やたな卸資産などが増加したことにより前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、

419億31百万円となりました。 

 負債は、主に、原材料購入による支払手形及び買掛金などが増加したことにより前連結会計年度末に比べ６億

52百万円増加し、73億88百万円となりました。 

 純資産は、評価・換算差額等の減少や四半期純損失、剰余金の配当により前連結会計年度末に比べ５億62百万

円減少し、345億43百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は40億６百万円となり

ました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 営業活動の結果得た資金は、主に、たな卸資産３億79百万円の増加によるも、減価償却費９億51百万円の計

上、仕入債務７億44百万円の増加により、15億70百万円となりました。  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は、主に、定期預金の払戻による収入24億20百万円によるも、定期預金の預入

による支出26億円と有形固定資産の取得による支出４億25百万円により、５億98百万円となりました。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果支出した資金は、主に短期借入れによる収入10億円によるも、短期借入金の返済による支出

９億円と配当金の支払２億56百万円により、１億98百万円となりました。  

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、世界的な金融不安の影響による景気の減速や、不安定な原燃料価格が予想さ

れることから、当第２四半期連結累計期間の業況を踏まえ修正いたしました。 

 修正後の通期の連結業績予想は以下の通りです。 

  

 （連結業績予想） 

  

 ※ 上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。 

   実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

   

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 

１ 簡便な会計処理 

  ① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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しております。 

 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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定して算定しておりま

す。 

 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、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末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して算定しております。  

  

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

（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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

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

たが、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。この変更に伴う第２四半期連結累計期間の損益に与え

る影響は軽微であります。  

  

 売 上 高  23,600  百万円 

 営 業 損 失    △10  百万円  

 経 常 利 益    170  百万円  

 当 期 純 利 益  40  百万円 



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 5,871,703 4,919,309

受取手形及び売掛金 8,959,808 8,877,845

有価証券 756,117 754,583

商品 52,678 38,796

製品 2,096,156 1,914,528

原材料 426,757 350,957

仕掛品 545,881 430,969

貯蔵品 38,220 44,793

繰延税金資産 258,848 253,405

その他 524,349 692,593

貸倒引当金 △119,800 △34,900

流動資産合計 19,410,722 18,242,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,714,002 8,710,062

減価償却累計額 △3,659,210 △3,497,948

建物及び構築物（純額） 5,054,792 5,212,114

機械及び装置 10,980,383 10,930,500

減価償却累計額 △8,600,243 △8,291,689

機械及び装置（純額） 2,380,140 2,638,811

工具、器具及び備品 17,165,727 17,014,993

減価償却累計額 △15,895,426 △15,518,553

工具、器具及び備品（純額） 1,270,301 1,496,440

土地 4,933,747 4,925,609

その他 228,185 237,530

減価償却累計額 △189,772 △184,127

その他（純額） 38,413 53,403

有形固定資産合計 13,677,393 14,326,377

無形固定資産   

のれん 152,633 169,592

ソフトウエア 275,604 321,545

その他 16,884 16,999

無形固定資産合計 445,122 508,137

投資その他の資産   

投資有価証券 7,632,512 8,025,631

その他 772,396 740,073

貸倒引当金 △6,283 △1,756

投資その他の資産合計 8,398,625 8,763,949

固定資産合計 22,521,141 23,598,464

資産合計 41,931,864 41,841,345



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,768,522 3,932,452

短期借入金 604,657 521,323

未払法人税等 69,072 38,047

賞与引当金 389,000 388,000

その他 989,251 1,128,574

流動負債合計 6,820,503 6,008,397

固定負債   

長期借入金 63,300 86,460

繰延税金負債 327,633 481,563

役員退職慰労引当金 71,300 86,900

その他 105,777 72,431

固定負債合計 568,011 727,355

負債合計 7,388,514 6,735,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,387,300 3,387,300

資本剰余金 6,363,390 6,363,390

利益剰余金 24,498,914 24,815,762

自己株式 △303,283 △301,839

株主資本合計 33,946,320 34,264,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 526,060 764,929

評価・換算差額等合計 526,060 764,929

少数株主持分 70,968 76,050

純資産合計 34,543,349 35,105,592

負債純資産合計 41,931,864 41,841,345



（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 11,454,211

売上原価 8,621,996

売上総利益 2,832,215

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 938,479

貸倒引当金繰入額 93,700

給料及び手当 601,004

賞与引当金繰入額 169,190

その他 1,181,423

販売費及び一般管理費合計 2,983,797

営業損失（△） △151,581

営業外収益  

受取利息 42,018

受取配当金 41,680

受取保険金 12,594

受取賃貸料 34,022

その他 32,425

営業外収益合計 162,741

営業外費用  

支払利息 5,465

賃貸費用 9,020

その他 6,935

営業外費用合計 21,420

経常損失（△） △10,260

特別利益  

固定資産売却益 19

貸倒引当金戻入額 4,273

特別利益合計 4,292

特別損失  

固定資産売却損 700

固定資産除却損 10,815

ゴルフ会員権評価損 4,313

特別損失合計 15,830

税金等調整前四半期純損失（△） △21,798

法人税、住民税及び事業税 57,190

法人税等調整額 △13,738

法人税等合計 43,451

少数株主損失（△） △5,082

四半期純損失（△） △60,166



（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損失（△） △21,798

減価償却費 951,066

のれん償却額 16,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） 89,427

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,600

前払年金費用の増減額（△は増加） 15,877

受取利息及び受取配当金 △83,699

支払利息 5,465

固定資産売却損益（△は益） 275

固定資産除却損 10,815

売上債権の増減額（△は増加） △86,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △379,649

仕入債務の増減額（△は減少） 744,130

その他の資産の増減額（△は増加） △135,658

その他の負債の増減額（△は減少） 69,393

その他 21,714

小計 1,202,983

利息及び配当金の受取額 83,453

利息の支払額 △4,918

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 288,809

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,570,327

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 △2,600,000

定期預金の払戻による収入 2,420,000

有形固定資産の取得による支出 △425,829

有形固定資産の売却による収入 1,088

投資有価証券の取得による支出 △1,983

無形固定資産の取得による支出 △3,021

貸付けによる支出 △15,000

貸付金の回収による収入 15,000

その他 11,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △598,332

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △900,000

長期借入金の返済による支出 △39,826

自己株式の取得による支出 △1,806

自己株式の売却による収入 237

配当金の支払額 △256,671

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 773,928

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,006,540



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当社グループの事業は、事業区分が単一であるため、記載を省略しております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

在外子会社および在外支店がないため、記載を省略しております。  

  

〔海外売上高〕  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

   

（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。 

  

  

６．その他の情報  

  該当事項はありません。   

  



「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 

      前連結会計年度では中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

  

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    前連結会計年度では中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 前連結会計年度では中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 前連結会計年度では中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕 

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） 

 前連結会計年度では中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 
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