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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,508 ― 133 ― 162 ― 96 ―

20年3月期第2四半期 3,628 △7.0 261 △17.4 292 △14.8 173 △10.9

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 21.25 ―

20年3月期第2四半期 38.18 ―

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 5,388 3,674 68.2 812.17
20年3月期 5,415 3,650 67.4 806.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,674百万円 20年3月期  3,650百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 25.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 7,500 0.3 520 △16.1 580 △14.3 330 △15.7 72.92

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  4,587,836株 20年3月期  4,587,836株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  63,244株 20年3月期  61,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  4,525,192株 20年3月期第2四半期  4,531,347株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されている予想数値は、当社が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
況の変化等により予想数値と異なる場合があります。なお、予想に関する事項は平成20年10月23日に別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照
してください。 
２.当事業年度より「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「四半期財務諸表規則」にしたがい四半期財務諸表を作成しております。 



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混

乱や原油・原材料価格の高騰を要因として、企業収益を圧迫する不安材料の拡大傾向にありました。また株式市場

の低迷、個人消費の停滞感が強まり、景気の先行きに警戒感がよりいっそう強まりました。 

  管工機材業界におきましては、改正建築基準法の施行の影響は持ち直しの動きがみられましたが、新設住宅着工

戸数が想定よりも低い水準で推移するなど需要停滞局面に加え、原油・原材料価格の高騰に伴う売上原価の上昇に

よる利益率の落込み等があり厳しい状況で推移しました。 

 このような状況に対処するため堅実経営の下、自社ブランド製品の拡販と指定化および品質の向上を推進すると

ともに、カタログ発刊時に合わせ価格改定を進めるなど適正な利潤確保への動きを強化してまいりました。 

その結果、売上高は35億８百万円となりました。利益面では、営業利益１億３千３百万円、経常利益１億６千２

百万円、四半期純利益９千６百万円となりました。 

２．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 

  （イ）資産 

 流動資産の残高は、前事業年度末に比べて３百万円減少し、44億７千万円となりました。 

 これは主に、たな卸資産が増加したものの、売上高が減少したため売上債権が２億５千１百万円減少したこ

とによるものであります。 

 固定資産の残高は、前事業年度末に比べ２千３百万円減少し、９億１千７百万円となりました。 

 これは主に、保険積立金の減少と有形固定資産の減価償却費を計上したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ２千６百万円減少し、53億８千８百万円となりました。 

  

 （ロ）負債 

 流動負債の残高は、前事業年度末に比べて４千４百万円減少し、16億６千３百万円となりました。 

 これは主に、仕入債務が５千１百万円減少したことや未払法人税等が１千２百万円減少したことによるもの

であります。  

 固定負債の残高は、前事業年度末に比べて６百万円減少し、５千万円となりました。 

 これは主に、役員退職慰労引当金の減少によるものであります。 

  この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて５千１百万円減少し、17億１千３百万円となりました。 

  

 （ハ）純資産 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて２千４百万円増加し、36億７千４百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払いによる６千７百万円の減少があったものの、当第２四半期累計期間における四

半期純利益９千６百万円計上したことによるものであります。 

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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12億６千４百万円と

なり、前事業年度末に比べ１億４千８百万円の増加となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は２億１千４百万円となりました。 

 これは主に、法人税等の支払いやたな卸資産の増加等の支出要因があったものの、税引前四半期純利益を１

億６千４百万円計上し、売上債権の減少等で資金の増加があったこと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） 

 投資活動の結果、得られた資金は３百万円となりました。 

 これは主に、保険積立金の解約による収入等によるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は６千９百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払いによるものであります。 
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 ３．業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月15日付「平成

20年３月期 決算短信（非連結）」にて公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想を修正しており

ます。詳細は、平成20年10月23日に別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 ４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当事業年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定しております。 

  

        ②当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒実績率等使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

     ③たな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。 

  

  ④経過勘定項目の算定方法につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

  

 ⑤税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、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する方法によってお

ります。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断において、経営環境等に著しい変化が生じておらず、一時差異等の

発生状況について大幅な変動がないため、前事業年度末に使用した業績予想やタックス・プランニングを利用

しております。 

  

（２）四半期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当事業年度より「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。 

  

 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、月別移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「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、月別移動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。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,264,188 1,115,557

受取手形及び売掛金 2,230,046 2,481,207

商品 178,545 167,625

製品 710,352 611,061

原材料 － 3,606

貯蔵品 4,523 1,313

その他 86,978 98,760

貸倒引当金 △4,000 △5,000

流動資産合計 4,470,635 4,474,131

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 88,105 91,939

土地 410,497 410,497

その他（純額） 33,303 38,245

有形固定資産合計 531,907 540,682

無形固定資産 8,694 9,399

投資その他の資産   

投資有価証券 116,382 120,132

繰延税金資産 107,291 105,825

その他 154,427 167,692

貸倒引当金 △908 △2,754

投資その他の資産合計 377,193 390,895

固定資産合計 917,795 940,977

資産合計 5,388,431 5,415,109
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,340,778 1,392,376

短期借入金 90,000 90,000

未払法人税等 70,191 83,121

賞与引当金 53,000 55,000

役員賞与引当金 6,000 11,000

その他 103,031 75,940

流動負債合計 1,663,001 1,707,439

固定負債   

役員退職慰労引当金 45,877 52,520

その他 4,815 4,801

固定負債合計 50,693 57,321

負債合計 1,713,694 1,764,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,952 564,952

資本剰余金 119,774 119,774

利益剰余金 3,044,235 3,015,984

自己株式 △66,329 △64,665

株主資本合計 3,662,632 3,636,044

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,104 14,303

評価・換算差額等合計 12,104 14,303

純資産合計 3,674,736 3,650,348

負債純資産合計 5,388,431 5,415,109
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,508,017

売上原価 2,660,356

売上総利益 847,660

販売費及び一般管理費 714,191

営業利益 133,468

営業外収益  

受取利息 858

受取配当金 1,978

仕入割引 35,096

その他 7,288

営業外収益合計 45,221

営業外費用  

支払利息 418

売上割引 15,463

その他 1

営業外費用合計 15,882

経常利益 162,807

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,012

賞与引当金戻入額 3,353

特別利益合計 4,365

特別損失  

固定資産除却損 71

投資有価証券評価損 83

保険解約損 2,877

特別損失合計 3,032

税引前四半期純利益 164,141

法人税等 68,000

四半期純利益 96,141
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 164,141

減価償却費 15,893

長期前払費用償却額 162

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,845

受取利息及び受取配当金 △2,836

支払利息 418

固定資産除却損 71

投資有価証券評価損益（△は益） 83

保険解約損益（△は益） 2,877

売上債権の増減額（△は増加） 255,254

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,815

仕入債務の増減額（△は減少） △53,598

その他 31,170

小計 287,334

利息及び配当金の受取額 2,836

利息の支払額 △418

法人税等の支払額 △75,389

営業活動によるキャッシュ・フロー 214,363

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,485

保険積立金の解約による収入 12,260

その他 △4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,724

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,664

配当金の支払額 △67,792

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,631

現金及び現金同等物の期首残高 1,115,557

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,264,188
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 当事業年度より「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。 

（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）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（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   3,628,322 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,661,213 73.3 

売上総利益   967,109 26.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   705,296 19.5 

営業利益   261,812 7.2 

Ⅳ 営業外収益   45,911 1.3 

Ⅴ 営業外費用   15,498 0.4 

経常利益   292,224 8.1 

Ⅵ 特別利益   3,866 0.1 

Ⅶ 特別損失   2,504 0.1 

税引前中間純利益   293,587 8.1 

法人税、住民税及び事業
税 115,000     

法人税等調整額 5,584 120,584 3.3 

中間純利益   173,003 4.8 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（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   

税引前中間純利益 293,587 

減価償却費  13,328 

長期前払費用償却額  366 

役員賞与引当金の減少額  △5,000 

役員退職慰労引当金の増
加額  3,210 

貸倒引当金の減少額 △5,657 

受取利息及び受取配当金 △1,493 

支払利息  432 

投資有価証券評価損  1,666 

売上債権の減少額  350,855 

たな卸資産の減少額  23,798 

未収入金の減少額  2,509 

仕入債務の減少額  △299,920 

未払金の減少額  △18,122 

未払消費税等の増加額  8,017 

未払費用の減少額  △495 

その他  △22,373 

小計 344,708 

利息及び配当金の受取額  1,493 

利息の支払額  △423 

法人税等の支払額  △210,281 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 135,497 
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前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

有形固定資産の取得によ
る支出  

△12,581 

無形固定資産の取得によ
る支出  

△2,880 

その他  △2,873 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△18,334 

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  △30,000 

長期借入金の返済による
支出  

△3,400 

自己株式取得による支出  △8,584 

配当金の支払額  △72,417 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△114,402 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

－ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 2,760 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 1,056,140 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

1,058,900 
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