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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 19,833 ― 968 ― 936 ― 1,346 ―
20年3月期第3四半期 11,100 4.3 △309 ― △300 ― △309 ―

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3四半期 81.98 81.75
20年3月期第3四半期 △18.85 ―

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3四半期 21,444 8,845 41.2 537.85
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3四半期  8,829百万円 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3四半期  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3四半期  114,560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3四半期  16,419,766株 20年3月期第3四半期  16,427,780株
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)におけるわが国経済は、期の前半は原油価

格・素材価格の高止まりにより厳しい状況が続きました。昨年９月以降は、米国のサブプライム問題に端を発した

世界的な金融危機が急速に実体経済に影響を及ぼし、急激な円高に伴い輸出産業を中心に雇用環境が悪化し民間設

備投資や個人消費も減少するなど、景気の減速感が強まってまいりました。 

水栓業界におきましては、改正建築基準法に伴う混乱の影響は薄れたものの、先行き不安に加え、雇用情勢の急

速な悪化を受け購買意欲が減退しております。 

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、早期に昨年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、採算性を重視した適正価格の維持、新顧客基盤の取り込み、新規開拓、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、４拠点による

適生産体制づくりなど徹底した原価低減に注力してまいりました。 

こうした諸施策の結果、当第３四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、198億33百万円(前年同期比78.7％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９億68百万円(前年同期は３億９百万円の営業損失)、経常利益９億36百万円(前

年同期は３億円の経常損失)となりました。当第３四半期純損益は、税効果会計による法人税等調整額を３億60百

万円計上したことにより、13億46百万円の四半期純利益(前年同期は３億９百万円の四半期純損失)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。   

  

（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25億70百万円増加し、214億44百万円となりました。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25億８百万円増加したこと及び、繰延税金資産を３億59

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14億２百万円増加し、125億99百万円となりました。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14億15百万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11億67百万円増加し、88億45百万円となりました。これは主に四半期純利

益の計上により利益剰余金が12億63百万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３四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54

百万円減少し、11億28百万円となりました。 

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４億95百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を10億８百万

円計上したこと及び、売上債権が25億74百万円増加した一方で仕入債務が14億11百万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３億15百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が２億89

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２億17百万円となりました。これは主に短期借入金増減額が２億40百万円増加し

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。   

  

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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、株式・為替市場の混乱が実体経済に波及し世界経済の失速

感が強まるなか、水栓業界におきましても、不動産市況の悪化、景気後退による消費マインドの冷え込みから住

宅需要の本格的回復には時間を要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、原材料価格は下落傾向にあるものの、市況悪化の影響は避けられ

ず、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11月４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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該当事項はありません。    

   

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。 

  

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） 

（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 

（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３四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42,507千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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,128,729 1,183,228

受取手形及び売掛金 9,235,699 6,727,002

商品 78,362 86,981

製品 1,447,900 1,169,401

原材料 1,819,394 1,835,892

仕掛品 565,439 691,976

その他 697,669 417,209

貸倒引当金 △2,110 △2,730

流動資産合計 14,971,085 12,108,962

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,738,823 1,737,761

土地 2,147,824 2,147,824

その他（純額） 2,062,052 2,408,706

有形固定資産合計 5,948,700 6,294,293

無形固定資産 111,727 118,031

投資その他の資産   

投資有価証券 220,018 281,891

その他 197,223 74,469

貸倒引当金 △4,404 △3,393

投資その他の資産合計 412,837 352,967

固定資産合計 6,473,265 6,765,291

資産合計 21,444,351 18,874,254

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,653,039 4,237,871

短期借入金 1,980,000 1,800,000

未払法人税等 33,821 31,795

その他 1,516,088 1,285,397

流動負債合計 9,182,949 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 221,133 232,549

役員退職慰労引当金 162,071 160,449

負ののれん 276,977 326,833

その他 71,172 97,127

固定負債合計 3,416,355 3,841,958

負債合計 12,599,304 11,197,022
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,309,914 2,045,959

自己株式 △21,454 △20,240

株主資本合計 9,119,710 7,856,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,790 41,059

為替換算調整勘定 △291,822 △220,797

評価・換算差額等合計 △290,031 △179,737

新株予約権 15,368 －

純資産合計 8,845,046 7,677,231

負債純資産合計 21,444,351 18,874,254
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,833,455

売上原価 15,683,260

売上総利益 4,150,194

販売費及び一般管理費 3,181,746

営業利益 968,447

営業外収益  

受取利息 1,511

受取配当金 4,509

負ののれん償却額 49,855

その他 106,626

営業外収益合計 162,503

営業外費用  

支払利息 111,442

売上割引 37,831

為替差損 40,884

その他 4,305

営業外費用合計 194,464

経常利益 936,486

特別利益  

補助金収入 192,500

特別利益合計 192,500

特別損失  

固定資産売却損 14

固定資産除却損 80,065

たな卸資産処分損 40,549

特別損失合計 120,629

税金等調整前四半期純利益 1,008,357

法人税、住民税及び事業税 22,346

法人税等調整額 △360,031

法人税等合計 △337,684

四半期純利益 1,346,042
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,008,357

減価償却費 530,710

負ののれん償却額 △49,855

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,415

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） 390

受取利息及び受取配当金 △8,668

支払利息 149,274

為替差損益（△は益） 21,170

有形固定資産除却損 80,065

有形固定資産売却損益（△は益） 14

売上債権の増減額（△は増加） △2,574,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,154

仕入債務の増減額（△は減少） 1,411,819

その他の資産の増減額（△は増加） △75,389

その他の負債の増減額（△は減少） 287,396

小計 630,653

利息及び配当金の受取額 8,654

利息の支払額 △120,780

法人税等の支払額 △23,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 495,372

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 △3,313

有形固定資産の取得による支出 △289,860

有形固定資産の売却による収入 39

その他の支出 △22,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △315,508

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） 240,000

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 △1,214

配当金の支払額 △71,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △217,843

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,499

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 1,128,729
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1)(要約)前四半期連結損益計算書 
   (単位：千円) 

 前第３四半期連結累計期間

(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 19 年 12 月 31 日)科  目 

金額 

Ⅰ 売上高 11,100,053

Ⅱ 売上原価 9,318,746

   売上総利益 1,781,306

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 1. 販売費 1,546,865

 2. 一般管理費 544,323

  販売費及び一般管理費合計 2,091,188

   営業損失 309,882

Ⅳ 営業外収益 

 1. 受取利息 2,654

 2. 受取配当金 5,203

 3. 賃貸料 12,543

 4. 為替差益 7,186

 5. 雑収入 32,516

  営業外収益合計 60,105

Ⅴ 営業外費用 

 1. 支払利息 22,893

 2. 売上割引 18,665

 3. 雑損失 8,722

  営業外費用合計 50,281

   経常損失 300,058

Ⅵ 特別利益 

 1. 固定資産売却益 373

 2. 投資有価証券売却益 410

 3. 貸倒引当金戻入益 1,567

  特別利益合計 2,351

Ⅶ 特別損失 

 1. 固定資産売却損 2,403

 2. 固定資産除却損 9,572

  特別損失合計 11,975

   税金等調整前 
   四半期純損失 309,682

   法人税、住民税及び 
      事業税 18,801

   法人税等調整額 △18,781

   四半期純損失 309,702
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(2)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

          (単位：千円) 

 
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 19 年 12 月 31 日) 

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損失 △309,682

   減価償却費 339,726

   退職給付引当金の増減額(減少は△) 5,160

   役員退職慰労引当金の増減額(減少は△) 4,966

   貸倒引当金の増減額(減少は△) △1,567

   受取利息及び受取配当金 △7,912

   支払利息 41,559

   為替差益 △10,882

   有形固定資産売却益 △373

   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 9,572

   売上債権の増減額(増加は△) 169,623

   たな卸資産の増減額(増加は△) △192,993

   仕入債務の増減額(減少は△) △176,812

   その他の資産の増減額（増加は△） 2,090

   その他の負債の増減額（減少は△） △96,502

    小計 △222,036

   利息及び配当金の受取額 8,098

   利息の支払額 △39,040

   法人税等の支払額 △26,741

  営業活動によるキャッシュ・フロー △279,719

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 △3,233

   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 △377,108

   有形固定資産の売却による収入 4,558

   その他の支出 △14,272

  投資活動によるキャッシュ・フロー △389,387

Ⅲ 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（減少は△） 240,000

   割引手形の増減額（減少は△） 200,000

   長期借入金の返済による支出 △105,000

   自己株式の取得による支出 △1,356

   配当金の支払額 △52

  財務活動によるキャッシュ・フロー 333,591

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,904

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △329,612

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 
  四半期末残高 763,472
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