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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） 

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3四半期 17,523 ― △44 ― 152 ― △397 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △25.55 ―

20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 41,134 33,772 81.9 2,167.78
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3四半期  33,702百万円 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  無  

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3四半期  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3四半期  185,110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3四半期  15,548,161株 20年3月期第3四半期  ―株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の混乱を背景に企業業績が悪化し、雇用情勢や所

得環境が厳しさを増す中、個人消費が弱まり、一段と景気減速感が増しております。 

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、原材料価格の不安定な動向により厳しい経営環境となり

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。 

しかしながら、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難航し、売上高には貢献できませんでした。 

一方、生産体制の合理化や業務の効率化による生産性向上と、よりいっそう高まるニーズに対応するための研

究開発力と生産技術力の向上に努めております。 

なお、特別利益として投資有価証券売却益１億54百万円を、特別損失として投資有価証券評価損４億94百万円

を、それぞれ計上いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高175億23百万円、営業損失44百万円、経常利益１億

52百万円、四半期純損失３億97百万円となりました。 

   

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 

当第３四半期連結会計期間末の資産は主に、投資有価証券の売却による現金預金とたな卸資産の増加により流

動資産が増えたものの、有形固定資産の減価償却や投資有価証券の減損により前連結会計年度末に比べ７億７百

万円減少し、411億34百万円となりました。 

負債は、主に、原材料高騰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

25百万円増加し、73億61百万円となりました。 

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13億32百万

円減少し、337億72百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会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40億21百万円となり

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、減価償却費14億63百万円の計上、投資有価証券の減損４億94百万円による

も、売上債権５億83百万円やたな卸資産７億18百万の増加により、13億38百万円となりました。 

(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、定期預金の払戻しによる収入34億円20百万円によるも、定期預金の預

入による支出36億円と投資有価証券の売却による収入６億54百万円により、78百万円となりました。 

(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、短期借入金による収入14億50百万円によるも、短期借入金の返済によ

る支出13億50百万円と配当金の支払５億８百万円により４億70百万円となりました。 

  



 今後のわが国経済は、世界経済の混乱を背景に企業業績や雇用情勢に不透明感が残り、景気の先行きについて

は当面減速傾向が続くものと思われます。 

 このような状況の中、新設住宅着工の動向や原材料価格の変動など、当社グループをとりまく市場環境は依然

として不安定な状況が続くものと予想されるため、当期の業績は今後の推移をもって検証いたします。 

 したがいまして、平成20年11月12日に発表いたしました通期業績予想につきましては、現時点においての修正

はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

   

１ 簡便な会計処理 

  ① 棚卸資産の評価方法 

 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．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 

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３四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。  

  



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 5,885,761 4,919,309

受取手形及び売掛金 9,462,788 8,877,845

有価証券 756,946 754,583

商品 43,009 38,796

製品 2,271,959 1,914,528

原材料 470,085 350,957

仕掛品 678,333 430,969

貯蔵品 34,874 44,793

繰延税金資産 169,241 253,405

その他 579,583 692,593

貸倒引当金 △117,000 △34,900

流動資産合計 20,235,582 18,242,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,721,701 8,710,062

減価償却累計額 △3,740,209 △3,497,948

建物及び構築物（純額） 4,981,491 5,212,114

機械及び装置 10,985,070 10,930,500

減価償却累計額 △8,749,612 △8,291,689

機械及び装置（純額） 2,235,457 2,638,811

工具、器具及び備品 17,235,016 17,014,993

減価償却累計額 △16,120,659 △15,518,553

工具、器具及び備品（純額） 1,114,356 1,496,440

土地 4,933,747 4,925,609

その他 280,160 237,530

減価償却累計額 △194,757 △184,127

その他（純額） 85,403 53,403

有形固定資産合計 13,350,456 14,326,377

無形固定資産   

のれん 144,153 169,592

ソフトウエア 249,371 321,545

その他 16,827 16,999

無形固定資産合計 410,352 508,137

投資その他の資産   

投資有価証券 6,381,110 8,025,631

その他 762,921 740,073

貸倒引当金 △6,299 △1,756

投資その他の資産合計 7,137,732 8,763,949

固定資産合計 20,898,541 23,598,464

資産合計 41,134,124 41,841,345



（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 4,838,064 3,932,452

短期借入金 596,320 521,323

未払法人税等 95,807 38,047

賞与引当金 196,500 388,000

その他 1,150,252 1,128,574

流動負債合計 6,876,944 6,008,397

固定負債   

長期借入金 51,720 86,460

繰延税金負債 253,655 481,563

退職給付引当金 4,926 －

役員退職慰労引当金 71,300 86,900

その他 102,843 72,431

固定負債合計 484,446 727,355

負債合計 7,361,390 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 23,905,267 24,815,762

自己株式 △303,699 △301,839

株主資本合計 33,352,258 34,264,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 350,001 764,929

評価・換算差額等合計 350,001 764,929

少数株主持分 70,473 76,050

純資産合計 33,772,733 35,105,592

負債純資産合計 41,134,124 41,841,345



（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 17,523,567

売上原価 13,035,528

売上総利益 4,488,039

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 1,429,598

貸倒引当金繰入額 89,800

給料及び手当 1,065,633

賞与引当金繰入額 85,670

その他 1,862,301

販売費及び一般管理費合計 4,533,003

営業損失（△） △44,963

営業外収益  

受取利息 50,681

受取配当金 55,963

受取賃貸料 56,409

その他 58,575

営業外収益合計 221,629

営業外費用  

支払利息 7,874

賃貸費用 9,037

その他 7,454

営業外費用合計 24,366

経常利益 152,299

特別利益  

固定資産売却益 330

投資有価証券売却益 154,067

貸倒引当金戻入額 3,157

特別利益合計 157,555

特別損失  

固定資産売却損 700

固定資産除却損 11,295

投資有価証券売却損 10

投資有価証券評価損 494,836

ゴルフ会員権評価損 4,713

特別損失合計 511,556

税金等調整前四半期純損失（△） △201,701

法人税、住民税及び事業税 126,285

法人税等調整額 74,773

法人税等合計 201,058

少数株主損失（△） △5,577

四半期純損失（△） △397,183



（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損失（△） △201,701

減価償却費 1,463,860

のれん償却額 25,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86,643

賞与引当金の増減額（△は減少） △191,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,926

前払年金費用の増減額（△は増加） 18,760

投資有価証券評価損益（△は益） 494,836

投資有価証券売却損益（△は益） △154,056

受取利息及び受取配当金 △106,645

支払利息 7,874

固定資産売却損益（△は益） △35

固定資産除却損 11,295

売上債権の増減額（△は増加） △583,657

たな卸資産の増減額（△は増加） △718,216

仕入債務の増減額（△は減少） 704,830

その他の資産の増減額（△は増加） △76,092

その他の負債の増減額（△は減少） 161,110

その他 39,412

小計 971,483

利息及び配当金の受取額 105,578

利息の支払額 △7,258

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 268,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,338,566

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 △3,600,000

定期預金の払戻による収入 3,420,505

有形固定資産の取得による支出 △566,086

有形固定資産の売却による収入 2,088

投資有価証券の取得による支出 △4,896

投資有価証券の売却による収入 654,592

無形固定資産の取得による支出 △6,401

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 21,441

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,756



（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) 

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 1,450,000

短期借入金の返済による支出 △1,350,000

長期借入金の返済による支出 △59,743

自己株式の取得による支出 △2,452

自己株式の売却による収入 369

配当金の支払額 △508,664

財務活動によるキャッシュ・フロー △470,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 789,320

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 4,021,932



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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。  

  

  

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。  

  

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔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 

６．その他の情報 



  

「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

      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、該当事項はありません。 

  

  

    前連結会計年度では連結キャッシュ・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。 

  

  

    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、該当事項はありません。 

  

   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、該当事項はありません。 

  

   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、該当事項はありません。 

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 
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