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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響により、

株価の低迷や急激な円高が進行いたしました。その影響が実体経済にも波及し、企業収益の大幅な減少や雇用情勢の

悪化、倒産件数の増加等、景気は急激に悪化してまいりました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、企業収益の悪化に伴う設備投資の縮小や計画見直し等により、民間設

備投資は減少し、公共投資も依然として低調に推移するなど、厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループは、積極的な営業活動を展開し、受注拡大と利益確保に努めて

まいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は125億56百万円（前年同期比8.7％減）となりました。また、利益

面につきましては、売上高の減少や販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は４億74百万円（同45.9％

減）、経常利益は５億17百万円（同43.6％減）、四半期純利益は２億53百万円（同43.8％減）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として第４四半期に完成する工事の割合が大き

く、業績には季節的変動があります。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、設備投資の減少の影響を受け、売上高は62億88百万円（前年同期比14.5％

減）となり、営業利益は４百万円（同97.4％減）となりました。 

 工事事業につきましては、新設工事の売上高が減少したことにより、売上高は57億14百万円（同5.0％減）とな

り、営業利益は４億41百万円（同37.7％減)となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、88億40百万円（同3.7％増）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、小型貫流蒸気ボイラーの更新需要等により、売上高は５億52百万円(同

45.0％増)となり、営業利益は28百万円（同199.5％増）となりました。 

  

※なお、上記の前年同四半期増減率は当連結会計年度から導入された四半期報告制度の「四半期財務諸表に関する

会計基準」を適用しているため、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態 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて１億88百万円増加

し163億30百万円、負債の部は96百万円増加し84億72百万円、純資産の部は91百万円増加し78億58百万円となりまし

た。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、未成工事支出金が12億77百万円増加したことによる

ものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛金並びに営業未収入金の合計額が16

億14百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が１億55百万円、未成工事受入金が６億

９百万円それぞれ増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買

掛金が１億98百万円、未払法人税等が３億51百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な増加要因といたしましては、利益剰余金が１億５百万円増加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３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、21億３百万

円となり、前連結会計年度末より４億28百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は

次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は５億41百万円となりました。この主な増減要因のうち、増加要因といたしまして

は、税金等調整前四半期純利益５億15百万円、売上債権の減少額16億16百万円及び未成工事受入金の増加額６億９百

万円等であり、減少要因といたしましては、たな卸資産の増加額13億46百万円、仕入債務の減少額１億98百万円及び

法人税等の支払額５億45百万円等であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は９億72百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出11億29百万円及

び定期預金の払戻による収入２億20百万円等によるものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

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 



 財務活動の結果得られた資金は２百万円となりました。この主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短

期借入れによる収入７億35百万円であり、減少要因といたしましては、短期借入金の返済による支出５億80百万円及

び配当金の支払額１億47百万円等によるものであります。  

  

 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、ほぼ予定通りに推移いたしました。 

 平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年11月10日に発表した公表数値に変更はありません。 

  

  該当事項はありません。 

   

 ①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、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り、簿価切下げを

行う方法によっております。 

 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．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

（四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用） 

 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。 

  

（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「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）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）に変更しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用

初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

  



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 3,198,508 2,920,046

受取手形及び売掛金 5,083,417 6,466,143

営業未収入金 1,796,018 2,027,313

有価証券 20,518 20,454

商品 417,513 373,936

原材料 46,828 20,834

未成工事支出金 2,129,007 851,885

貯蔵品 1,497 1,994

繰延税金資産 103,519 151,738

その他 145,884 99,443

貸倒引当金 △16,122 △27,299

流動資産合計 12,926,590 12,906,490

固定資産   

有形固定資産 1,757,202 1,781,416

無形固定資産 19,391 14,493

投資その他の資産   

投資有価証券 599,352 594,368

その他 1,056,185 875,306

貸倒引当金 △28,080 △29,700

投資その他の資産合計 1,627,457 1,439,974

固定資産合計 3,404,050 3,235,885

資産合計 16,330,640 16,142,375



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,447,268 5,645,676

短期借入金 1,326,020 1,171,020

未払法人税等 48,019 399,856

未成工事受入金 769,325 159,676

賞与引当金 179,778 233,285

役員賞与引当金 22,860 35,480

完成工事補償引当金 12,420 21,700

工事損失引当金 19,700 －

その他 261,202 316,571

流動負債合計 8,086,595 7,983,266

固定負債   

繰延税金負債 88,680 82,976

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

退職給付引当金 1,578 394

役員退職慰労引当金 124,342 137,265

負ののれん 6,995 9,327

その他 13,056 11,336

固定負債合計 385,642 392,287

負債合計 8,472,237 8,375,553

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 6,955,596 6,849,865

自己株式 △7,068 △4,814

株主資本合計 8,072,927 7,969,450

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,176 86,739

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △314,288 △299,724

少数株主持分 99,763 97,095

純資産合計 7,858,402 7,766,821

負債純資産合計 16,330,640 16,142,375



（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 12,556,539

売上原価 10,222,430

売上総利益 2,334,108

販売費及び一般管理費 1,859,454

営業利益 474,654

営業外収益  

受取配当金 13,079

受取賃貸料 21,367

持分法による投資利益 5,429

その他 27,901

営業外収益合計 67,778

営業外費用  

支払利息 16,793

その他 8,591

営業外費用合計 25,384

経常利益 517,048

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,271

特別利益合計 11,271

特別損失  

固定資産売却損 2,239

固定資産除却損 1,136

投資有価証券評価損 2,070

会員権評価損 7,442

特別損失合計 12,889

税金等調整前四半期純利益 515,430

法人税、住民税及び事業税 198,780

法人税等調整額 58,183

法人税等合計 256,964

少数株主利益 4,721

四半期純利益 253,745



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,541,059

売上原価 3,724,468

売上総利益 816,590

販売費及び一般管理費 610,106

営業利益 206,484

営業外収益  

受取配当金 3,940

受取賃貸料 7,779

その他 8,208

営業外収益合計 19,929

営業外費用  

支払利息 5,499

持分法による投資損失 565

その他 2,307

営業外費用合計 8,372

経常利益 218,040

特別損失  

固定資産売却損 1,367

固定資産除却損 177

投資有価証券評価損 240

会員権評価損 5,292

特別損失合計 7,078

税金等調整前四半期純利益 210,962

法人税、住民税及び事業税 46,780

法人税等調整額 57,155

法人税等合計 103,936

少数株主利益 2,216

四半期純利益 104,809



（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 515,430

減価償却費 54,017

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,796

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,506

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,620

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △9,280

工事損失引当金の増減額（△は減少） 19,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,922

受取利息及び受取配当金 △19,561

支払利息 16,793

投資有価証券評価損益（△は益） 2,070

会員権評価損 7,442

持分法による投資損益（△は益） △5,429

売上債権の増減額（△は増加） 1,616,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,346,469

仕入債務の増減額（△は減少） △198,407

未成工事受入金の増減額（△は減少） 609,649

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,715

その他 △36,180

小計 1,084,164

利息及び配当金の受取額 19,102

利息の支払額 △15,837

法人税等の支払額 △545,606

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,822

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 △1,129,768

定期預金の払戻による収入 220,400

有形固定資産の取得による支出 △47,498

その他 △15,761

投資活動によるキャッシュ・フロー △972,627

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 735,000

短期借入金の返済による支出 △580,000

配当金の支払額 △147,772

その他 △4,465

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △428,042

現金及び現金同等物の期首残高 2,531,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,103,493



 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。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品系列及び販売方法の類似性並びに事業管理体制を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

 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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 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） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
管工機材販売 
事業（千円） 

工事事業
（千円） 

環境機器販売
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高             

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 6,288,893  5,714,690  552,955  12,556,539  －  12,556,539

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,126  －  －  1,126  (1,126)  －

計  6,290,019  5,714,690  552,955  12,557,665  (1,126)  12,556,539

営業損益  4,181  441,934  28,534  474,650  3  474,654

事業区分 主要製品

管工機材販売事業 鋼管、継手、バルブ、衛生陶器、住設機器類 

工事事業 計装工事、電気工事、メンテナンス工事、空調自動制御機器 

環境機器販売事業 小型貫流蒸気ボイラー、ＲＩ水分密度測定器、水処理装置、環境関連機器類  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



｢参考資料｣ 
前四半期にかかる財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 
    前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

前年同四半期 
（平成20年３月期第３四半期） 

科 目 

金 額 

 

Ⅰ 売上高 13,753 

Ⅱ 売上原価 11,114 

売上総利益 2,639 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,762 

営業利益 877 

Ⅳ 営業外収益  

 １．受取配当金 13 

 ２．賃貸収入 20 

 ３．持分法による投資利益 3 

 ４．その他 24 

   営業外収益合計 61 

Ⅴ 営業外費用  

 １．支払利息 15 

 ２．その他 6 

   営業外費用合計 22 

経常利益 916 

Ⅵ 特別損失  

 １．固定資産売却損 1 

 ２．固定資産除却損 0 

 ３．投資有価証券評価損 1 

 ４．会員権評価損 2 

５．過年度役員退職慰労引当金繰入額 36 

   特別損失合計 42 

税金等調整前四半期純利益 874 

法人税、住民税及び事業税 345 

法人税等調整額 87 

少数株主損失 △10 

四半期純利益 451 

 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
    前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

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 874 

   減価償却費 47 

   貸倒引当金の増加（減少）額 1 

   賞与引当金の増加（減少）額 △107 

   役員賞与引当金の増加（減少）額 △8 

   完成工事補償引当金の増加（減少）額 △6 

   工事損失引当金の増加（減少）額 8 

   退職給付引当金の増加（減少）額 △20 

   役員退職慰労引当金の増加（減少）額 52 

   受取利息及び受取配当金 △17 

   支払利息 15 

   投資有価証券評価損 1 

   会員権評価損 2 

   持分法による投資損失（利益） △3 

   売上債権の減少（増加）額 764 

   たな卸資産の減少（増加）額 △1,154 

   仕入債務の増加（減少）額 218 

   未成工事受入金の増加（減少）額 286 

   未払消費税等の増加（減少）額 △52 

   その他 △27 

    小計 875 

   利息及び配当金の受取額 18 

   利息の支払額 △14 

   法人税等の支払額 △521 

    営業活動によるキャッシュ・フロー 357 

  

Ⅱ 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 △180 

   定期預金の払戻による収入 169 

   有形固定資産の取得による支出 △34 

   その他投資等の売却による収入 27 

   その他 △32 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △51 

  

Ⅲ 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 740 

   短期借入金の返済による支出 △580 

   配当金の支払額 △73 

   その他 0 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 86 

  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 393 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,008 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,401 
  



 
（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 
    前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

（単位：百万円） 
 管工機材  

販売事業 
工事事業 

環境機器  
販売事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高 7,358 6,014 381 13,754 (0) 13,753

営業費用 7,200 5,304 371 12,877 (0) 12,876

営業損益 158 709 9 877 0  877

 



商品販売実績及び受注工事高・完成工事高・繰越工事高 
 
 ① 商品販売実績 

（単位：百万円） 

前年同四半期 
（平20年３月期第３
四半期） 

当四半期 
（平成21年３月期第
３四半期） 

増 減 
（参考）前期 

（平成20年３月期）
期  別 

 

品  目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

  ％ ％ ％ ％

管工機材販売事業   

管 ・ 継 手 類 3,078 39.0 2,479 35.5 △598 △19.4 4,056 38.6 

弁 類 1,929 24.4 1,677 24.0 △251 △13.0 2,541 24.1 

特 機 類 738 9.4 717 10.3 △21 △2.9 1,006 9.6 

そ の 他 商 品 1,611 20.4 1,413 20.3 △198 △12.3 2,190 20.8 

小 計 7,357 93.2 6,288 90.1 △1,069 △14.5 9,795 93.1 

工 事 事 業         

自 動 制 御 機 器 156 2.0 139 2.0 △16 △10.8 211 2.0 

環境機器販売事業         

環 境 関 連 機 器 類 381 4.8 552 7.9 171 45.0 511 4.9 

合 計 7,895 100.0 6,981 100.0 △914 △11.6 10,518 100.0 

 
 
 ② 受注工事高・完成工事高・繰越工事高 

（単位：百万円） 

前年同四半期 
（平成20年３月期第
３四半期） 

当四半期 
（平成21年３月期第
３四半期） 

増 減 
（参考）前期 

（平成20年３月期）
期  別 

 

区  分 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

  ％ ％ ％ ％

新 設 工 事 4,200 49.3 4,368 49.4 167 4.0 4,831 48.7 

既 設 工 事 2,855 33.5 3,012 34.1 156 5.5 3,542 35.7 

保 守 工 事 1,471 17.2 1,460 16.5 △10 △0.7 1,542 15.6 

         

受

注

工

事

高合 計 8,526 100.0 8,840 100.0 313 3.7 9,916 100.0 

        

新 設 工 事 2,727 46.6 2,242 40.2 △484 △17.8 4,565 47.0 

既 設 工 事 1,991 34.0 2,208 39.6 216 10.9 3,609 37.1 

保 守 工 事 1,138 19.4 1,124 20.2 △14 △1.3 1,544 15.9 

         

完

成

工

事

高合 計 5,857 100.0 5,575 100.0 △282 △4.8 9,720 100.0 

        

新 設 工 事 3,798 64.9 4,716 71.0 917 24.2 2,591 76.7 

既 設 工 事 1,648 28.2 1,521 22.9 △126 △7.7 717 21.2 

保 守 工 事 406 6.9 408 6.1 2 0.6 72 2.1 

         

繰

越

工

事

高 合 計 5,852 100.0 6,645 100.0 793 13.6 3,380 100.0 
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