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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 25,097 △7.7 2,404 △12.0 2,469 △13.9 1,229 △18.1

20年3月期 27,203 △2.3 2,732 △10.0 2,868 △10.2 1,501 △12.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 80.66 ― 4.4 6.8 9.6
20年3月期 95.34 ― 4.9 7.2 10.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 34,093 25,350 74.4 2,142.99
20年3月期 38,512 30,446 79.1 1,952.89

（参考） 自己資本   21年3月期  25,350百万円 20年3月期  30,446百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,774 △460 △4,058 6,110
20年3月期 1,185 △1,398 △1,091 7,986

2.  配当の状況 

（注） 21年３月期期末配当金の内訳 特別配当 5円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00 548 36.7 1.8
21年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00 529 49.6 2.0

22年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 20.00 35.00 25.7

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

12,350 △1.9 1,090 7.4 1,120 4.4 660 10.6 55.79

通期 25,350 1.0 2,680 11.4 2,750 11.4 1,610 31.0 136.10

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 16,005,600株 20年3月期 16,005,600株

② 期末自己株式数 21年3月期  4,176,046株 20年3月期  414,950株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 24,787 △7.3 2,289 △16.4 2,447 △14.8 1,183 △21.9

20年3月期 26,739 △2.7 2,738 △8.9 2,874 △8.3 1,514 △9.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 77.66 ―

20年3月期 96.22 ―

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 33,937 25,492 75.1 2,155.01
20年3月期 38,168 30,425 79.7 1,951.52

（参考） 自己資本 21年3月期  25,492百万円 20年3月期  30,425百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
等の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想については添付資料の３ページを参照して下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

12,200 △2.9 1,080 3.5 1,110 1.8 650 4.5 54.95

通期 25,000 0.9 2,630 14.8 2,700 10.3 1,580 33.5 133.56

－ 2 －
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(1) 経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の減速感が増すなか、後半には米国サブプライムローン問題に端

を発した世界的な景気後退から、わが国の主要なメーカーが相次ぎ生産調整を余儀なくされるなど未曾有の経済

環境に直面いたしました。 

 当社グループの属する給水装置業界におきましては、原材料価格の高止まり、一昨年の改正建築基準法施行の

影響などによる住宅投資の停滞が重なり、後半には、さらに景気後退に伴う需要の急激な落ち込みなど、かつて

ない厳しい事業環境となりました。 

 このような事業環境下、当社グループにおきましては、会社指針（Quality，Safety & Originality）『品質

は人格であり、安全は協調であり、独創は改革である』に基づき、「きれいな水、安全な水、おいしい水」のご

提供を実現していくための事業活動を推進してまいりました。 

 営業面におきましては、従来にも増して情報の早期収集による販売力の強化を図り、生産面におきましては、

製品の改良及び生産工程の見直しなどを実施いたしました。また、全社的なコスト削減をすすめてまいりまし

た。 

 しかしながら、売上は全国的に低迷し、なかでも屋内分野の製品売上が減少し、売上高につきましては、250億

97百万円となりました。利益面につきましては、原材料価格の高止まり、たな卸資産の評価基準の変更などによ

り、経常利益は24億69百万円となりました。 

② 次連結会計年度の見通し 

 今後の見通しにつきましては、住宅着工戸数のさらなる減少、原材料価格の変動要因など、不透明感はかつて

ないほど増しており、従来以上に厳しい事業環境になるものと想定されます。 

 当社グループにおきましては、顧客ニーズに応じた新製品の開発を進めると共に、高水準な原材料価格にも対

応できる収益構造を構築し、製品を適正な販売価格でお客様に提案し、また、全社的な原価低減意識を持続させ

ていくことにより、収益の確保に努めてまいります。 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産は、340億93百万円となり前連結会計年度末に比べ44億19百万円減少いたしました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ37億49百万円減少し、209億83百万円となりました。これは主に、現金及び

預金が14億14百万円、受取手形及び売掛金が12億36百万円、有価証券が10億50百万円減少したことなどによるも

のであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ６億69百万円減少し、131億９百万円となりました。これは主に、投資有価

証券が96百万円増加したものの、有形固定資産が５億64百万円、無形固定資産が68百万円、保険積立金が62百万

円、繰延税金資産が77百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億77百万円増加し、87億42百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が７億51百万円減少したものの、長期借入金が14億12百万円増加したことなどによるも

のであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ50億96百万円減少し、253億50百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が６億83百万円増加したものの、自己株式の54億25百万円増加および為替換算調整勘定の２億６

百万円減少などによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ18億76百万

円減少し、当連結会計年度の資金は61億10百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、27億74百万円となり、前連結会計年度に比べ15億88百万円増加いたしました。

 この主な要因は、仕入債務が７億44百万円の減少、法人税等の支払が11億99百万円であったものの、税金等調整

前当期純利益が23億13百万円、売上債権が12億31百万円減少したことによるものであります。 

１．経営成績

－ 3 －
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、４億60百万円となり、前連結会計年度に比べ９億38百万円減少いたしました。 

この主な要因は、投資有価証券の取得による支出が５億13百万円、有形固定資産の取得による支出が５億57百万

円であったものの、有価証券の償還による収入が７億円であったことなど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） 

財務活動に使用した資金は、40億58百万円となり、前連結会計年度に比べ29億67百万円増加いたしました。  

この主な要因は、長期借入金による収入が20億円であったものの、配当金の支払額が５億45百万円、自己株式の

取得による支出が54億25百万円であったことなどによるものであります。  

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標の算出は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、営業

キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び

「利息の支払額」を用いております。 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 株主の皆様への利益還元を、経営の 重要施策として位置づけ、安定した利益配分を継続して実施することを基

本方針としております。 

 当期末の配当につきましては、１株につき20円の普通配当に加え、株主の皆様の日頃からのご支援、ご指導に感

謝の意を表すため、１株につき５円の特別配当を実施させていただく予定であります。これにより、当期末の配当

金は25円となり、年間配当金につきましては、中間配当金15円とあわせまして、40円となります。 

 次期につきましては、年間配当金35円を計画しております。 

 なお、内部留保につきまして、生産性の向上や原価削減を目的とした設備やシステムへの投資、並びに将来の新

規事業展開のための投資等に配分していく予定であります。 

(4) 事業等のリスク 

① 原材料市況の動向について 

 当社グループが取扱う製品の主要な原材料である銅を含む原材料の価格は、国際的な資源需給の変動の影響を

受けます。原材料価格の変動が販売価格に適正に反映されない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

② 取引先の信用リスクについて 

 当社グループが今後販売規模を拡大していく中で、景気後退等により重要な取引先が破綻した場合には、貸倒

引当金を大幅に超える貸倒損失が発生するなど、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 製造物責任について 

  当社グループは、製品の開発、製造及び販売により、潜在的な製造物責任を負う可能性があります。当該責任

によっては、重大な賠償責任を負うことも考えられ、それが経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

④ 生産の停滞、遅延等について 

 当社グループの生産拠点である工場において、自然災害、火災等の要因により、生産活動の停滞、遅延等が起

こった場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  78.4  73.8  79.1  74.4

時価ベースの自己資本比率（％）  82.6  74.6  76.7  57.3

債務償還年数（年）  0.1  0.1  0.1  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  1,342.7  1,013.8  459.9  433.1

－ 4 －
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⑤ 情報処理システムについて 

 当社グループの生産、販売等にかかわる情報システムは、迅速な業務を遂行するために、ネットワークを利用

し構築されております。今後、大規模な地震や火災等の自然災害要因により、ネットワークを含めたシステムト

ラブル等が発生した場合、生産、販売業務等の停滞が考えられ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑥ 特許紛争について 

 当社グループが研究開発を行うにあたり、定期的な特許情報の分析等による他社の研究開発動向の調査を行っ

ておりますが、特許出願後の未公開時期等タイムラグがあるため、他社の特許に係る係争・当社製品の設計変

更・新たな設備投資等が発生する可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑦ 仕入先の経営について 

 当社グループの仕入先に関する情報を早期収集することに努めておりますが、景気後退等により、仕入先が破

綻した場合は、生産の遅延、停滞等により販売機会の喪失等当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

－ 5 －
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［事業系統図］ 

 
  

（注）※１ 非連結子会社で持分法非適用会社 

 ※ 給水装置とは、「道路に布設されている配水管から分かれて、各家庭に引き込まれている給水管、これに

取り付けてある分水栓、止水栓、量水器、給水栓（蛇口）などの器具」を指します。 

  

２．企業集団の状況

－ 6 －
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「QSO」（Quality, Safety & Originality）『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改

革である』という会社指針に基づき、より「きれいな水、安全な水、おいしい水」の供給に向けて、お客様のニーズ

を第一に考え、事業活動に取り組みます。 

 また、水道事業の一翼を担う企業として、「水道はライフラインの中心」であるという重要性を常に意識し、また

その社会的責任を果たし、地域社会の発展に貢献してまいります。 

(2) 中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 

  「売上高経常利益率10％以上確保」を重要な経営指標として位置づけ、その水準維持・向上に努めております。 

 また「ROA」（総資産純利益率）についても常に意識し、バランスの優れた事業ポートフォリオを構築することに

より、資産効率の向上を目指しております。 

(3) 会社の対処すべき課題 

 当社グループの対処すべき課題は以下のとおりであります。 

１. お客様に喜ばれる新製品の開発に経営資源を投入するとともに、製品を適正な販売価格でお客様にご提案してま 

いります。 

２. 原材料価格の変動による原価への影響を 小限に押えるため、生産の効率化を推進し、強固な収益構造を構築し

てまいります。 

３. 新規事業分野である水道メータ事業における販路の拡大と収益の確保に努めてまいります。 

４．製造、販売等にかかわる各種のリスク管理体制を構築し、グループ全体の経営効率化を図ってまいります。 

５. コンプライアンス経営の充実と内部統制システムの定着などにより、適正な企業価値の評価および向上を実現し

てまいります。 

  

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,574 6,160

受取手形及び売掛金 11,275 10,038

有価証券 1,200 150

たな卸資産 4,385 －

商品及び製品 － 3,550

仕掛品 － 64

原材料及び貯蔵品 － 684

繰延税金資産 150 219

その他 155 123

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 24,733 20,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,898 7,907

減価償却累計額 △4,434 △4,646

建物及び構築物（純額） ※2  3,464 ※2  3,261

機械装置及び運搬具 7,751 7,727

減価償却累計額 △5,906 △6,206

機械装置及び運搬具（純額） 1,844 1,520

土地 ※2  5,029 ※2  5,030

建設仮勘定 6 11

その他 2,715 2,737

減価償却累計額 △2,318 △2,383

その他（純額） 396 354

有形固定資産合計 10,741 10,177

無形固定資産 255 187

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,645 ※1  1,741

長期貸付金 12 13

保険積立金 881 818

繰延税金資産 90 13

その他 186 194

貸倒引当金 △34 △37

投資その他の資産合計 2,781 2,745

固定資産合計 13,779 13,109

資産合計 38,512 34,093
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,432 4,680

1年内返済予定の長期借入金 ※2  46 ※2  546

未払法人税等 566 326

賞与引当金 224 217

役員賞与引当金 29 23

その他 936 689

流動負債合計 7,235 6,483

固定負債   

長期借入金 ※2  91 ※2  1,503

繰延税金負債 － 13

退職給付引当金 653 642

役員退職慰労引当金 16 19

その他 69 80

固定負債合計 830 2,259

負債合計 8,065 8,742

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,358 3,358

資本剰余金 3,711 3,711

利益剰余金 23,540 24,224

自己株式 △795 △6,221

株主資本合計 29,814 25,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 563 415

為替換算調整勘定 68 △138

評価・換算差額等合計 632 277

純資産合計 30,446 25,350

負債純資産合計 38,512 34,093
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 27,203 25,097

売上原価 18,833 17,228

売上総利益 8,370 7,868

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  5,637 ※1, ※2  5,463

営業利益 2,732 2,404

営業外収益   

受取利息 31 28

受取配当金 43 38

為替差益 5 －

保険解約返戻金 38 86

雑収入 42 29

営業外収益合計 161 182

営業外費用   

支払利息 2 4

売上割引 13 14

投資事業組合運用損 1 －

為替差損 － 91

自己株式取得手数料 3 7

雑損失 5 0

営業外費用合計 25 117

経常利益 2,868 2,469

特別利益   

前期損益修正益 ※3  － ※3  21

固定資産売却益 ※4  2 ※4  －

貸倒引当金戻入額 13 －

特別利益合計 15 21

特別損失   

固定資産除却損 ※5  13 ※5  9

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 180 167

解約金 ※6  0 ※6  0

特別損失合計 193 178

税金等調整前当期純利益 2,691 2,313

法人税、住民税及び事業税 1,238 961

法人税等調整額 △48 121

法人税等合計 1,189 1,083

当期純利益 1,501 1,229
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,358 3,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,358 3,358

資本剰余金   

前期末残高 3,711 3,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,711 3,711

利益剰余金   

前期末残高 22,592 23,540

当期変動額   

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,501 1,229

当期変動額合計 947 683

当期末残高 23,540 24,224

自己株式   

前期末残高 △304 △795

当期変動額   

自己株式の取得 △491 △5,425

当期変動額合計 △491 △5,425

当期末残高 △795 △6,221

株主資本合計   

前期末残高 29,358 29,814

当期変動額   

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,501 1,229

自己株式の取得 △491 △5,425

当期変動額合計 456 △4,741

当期末残高 29,814 25,072
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,145 563

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △581 △147

当期変動額合計 △581 △147

当期末残高 563 415

為替換算調整勘定   

前期末残高 34 68

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 △206

当期変動額合計 34 △206

当期末残高 68 △138

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,180 632

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △547 △354

当期変動額合計 △547 △354

当期末残高 632 277

純資産合計   

前期末残高 30,538 30,446

当期変動額   

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,501 1,229

自己株式の取得 △491 △5,425

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △547 △354

当期変動額合計 △91 △5,096

当期末残高 30,446 25,350
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,691 2,313

減価償却費 933 966

投資有価証券評価損益（△は益） 180 167

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 5 △7

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13 △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △110 1

受取利息及び受取配当金 △75 △66

支払利息 2 4

為替差損益（△は益） △5 91

売上債権の増減額（△は増加） 1,010 1,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 127 △111

仕入債務の増減額（△は減少） △2,363 △744

未払消費税等の増減額（△は減少） 72 △56

その他 72 138

小計 2,536 3,910

利息及び配当金の受取額 73 69

利息の支払額 △2 △6

法人税等の支払額 △1,420 △1,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,185 2,774

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 △88 －

定期預金の払戻による収入 － 24

有価証券の取得による支出 △200 △150

有価証券の償還による収入 － 700

投資有価証券の取得による支出 △27 △513

投資有価証券の売却による収入 21 1

有形固定資産の取得による支出 △1,014 △557

無形固定資産の取得による支出 △76 △27

無形固定資産の売却による収入 21 －

保険積立金の契約による支出 △172 △36

保険積立金の契約解約による収入 128 99

貸付けによる支出 － △305

貸付金の回収による収入 9 303

その他 △0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,398 △460
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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 － 100

短期借入金の返済による支出 － △100

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △46 △87

配当金の支払額 △553 △545

自己株式の取得による支出 △491 △5,425

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,091 △4,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,293 △1,876

現金及び現金同等物の期首残高 9,280 ※  7,986

現金及び現金同等物の期末残高 ※  7,986 ※  6,110
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 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

ＱＳＯインダストリアル株式会社 

前澤給装（南昌）有限公司 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

同 左 

  (2) 非連結子会社の名称等 

ＱＳＯサービス株式会社 

上記非連結子会社は、総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金が、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲から除

いております。  

(2) 非連結子会社の名称等 

同 左 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。 

なお、非連結子会社であるＱＳＯサー

ビス株式会社の当期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、持分法を適

用しておりません。 

同 左 

  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社のうち前澤給装（南昌）有

限公司については、12月31日が決算日で

あります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、当

該会社の決算日の財務諸表を使用してお

りますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整

を行なっております。 

 ＱＳＯインダストリアル株式会社の決

算日と連結決算日は一致しております。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

イ．有価証券  

満期保有目的の債券 

償却原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

イ．有価証券  

満期保有目的の債券 

同 左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同 左 
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前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  ロ．たな卸資産 

商品・製品・半製品・原材料： 

主として月別総平均法に基づく

原価法 

ロ．たな卸資産 

商品・製品・半製品・原材料： 

主として月別総平均法に基づく

原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益

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。 

  仕掛品：主としてロット単位の個別法

に基づく原価法 

仕掛品：主としてロット単位の個別法

に基づく原価法 

なお、貸借対照表価額は収益

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。 

     （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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日公表分）を適用し

ております。これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ172百万円減少しております。  

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ．有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：定率法及び定額法 

イ．有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：定率法及び定額法 

  その他：定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。  

その他：定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。  

  （在外連結子会社） 

所在地国の会計基準規定に基づく 

定額法 

（在外連結子会社） 

所在地国の会計基準規定に基づく 

定額法 

  （会計方針の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

  （追加情報）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 
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前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  ロ．無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

定額法 

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。また、ソフトウェア

（自社利用）については、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）によ

る定額法を採用しております。 

ロ．無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

同 左 

  （在外連結子会社）  

所在地国の会計基準規定に基づく 

定額法 

（在外連結子会社）  

同 左 

  ハ．長期前払費用 

定額法 

なお、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。 

ハ．長期前払費用 

同 左 

(3) 重要な引当金の計上基準 イ．貸倒引当金 

売上債権、その他金銭債権の貸倒の

損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

イ．貸倒引当金 

同 左 

  ロ．賞与引当金 

 従業員に対して将来支給する賞与の

うち当連結会計年度の負担額を当連結

会計年度の費用に計上するため設定し

たものであり、支給見込額により計上

しております。 

ロ．賞与引当金 

同 左 

  ハ．役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度末における支給見込額の当連結

会計年度の期間負担額を計上しており

ます。 

ハ．役員賞与引当金 

同 左 
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前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、計上

しております。なお、総合設立の厚生

年金基金については、当該年金基金へ

の拠出額を退職給付費用として計上し

ております。また、数理計算上の差異

は、それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら各連結会計年度の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる按分額を費用処理しております。 

ニ．退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、総合設立の厚生年

金基金については、当該年金基金への

拠出額を退職給付費用として計上して

おります。また、過去勤務債務は、発

生連結会計年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を費用処理

しております。数理計算上の差異は、

それぞれ発生年度の翌連結会計年度か

ら各連結会計年度の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を費用処

理しております。 

    

  

（追加情報） 

 当社は、確定給付型の制度として厚

生年金基金制度、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けておりました

が、平成21年４月に現行退職金制度を

ポイント制退職金制度に改定するとと

もに、適格退職年金制度を確定給付型

年金制度へ移行（平成21年１月労使合

意）し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号 平成14年１月31日）を適用

しております。 

 本移行に伴い、過去勤務債務が42百

万円発生し当連結会計年度から費用処

理しております。  

  ホ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支払いに備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

ホ．役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社において、役員の

退職金の支払いに備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

  （追加情報） 

従来、当社では役員の退職金の支払

いに備えるため、内規に基づく要支給

額を役員退職慰労引当金として計上し

ておりましたが、平成19年５月14日開

催の取締役会において、役員退職慰労

金制度を平成19年６月27日の定時株主

総会終結の時をもって廃止することを

決議し、平成19年６月27日の定時株主

総会において、役員退職慰労金制度廃

止に伴う打ち切り支給の件が承認可決

されております。 
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前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  これに伴い、同日までの役員退職慰

労引当金を全額「長期未払金」に振替

え、固定負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 この結果、当連結会計年度末の役員

退職慰労引当金は、連結子会社分のみ

となっております。 

  

(4) 重要なリース取引の処理

方法  

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められたもの以外のファイナンス・

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によって

おります。 

────── 

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税及び地方消費税（消費税等）の処

理方法   

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。   

消費税及び地方消費税（消費税等）の処

理方法   

同 左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項   

連結子会社の資産及び負債の評価は全

面時価評価法によっております。  

同 左 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項   

────── ────── 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲   

手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同 左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「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）を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。   

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

3,226百万円、148百万円、1,010百万円であります。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．投資有価証券のうち、非連結子会社に対するものは

次のとおりであります。 

※１．投資有価証券のうち、非連結子会社に対するものは

次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 30 百万円 

合計 30 百万円 

投資有価証券（株式） 30百万円 

合計 30百万円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

建物及び構築物 14 百万円 

土地 123 百万円 

合計 138 百万円 

建物及び構築物 13 百万円 

土地 123 百万円 

合計 137 百万円 

 上記は、一年以内返済予定の長期借入金46百万円、

長期借入金91百万円の担保に供しております。 

 上記は、一年以内返済予定の長期借入金46百万円、

長期借入金45百万円の担保に供しております。 

 ３．受取手形裏書譲渡高 10 百万円  ３．受取手形裏書譲渡高 9 百万円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

運送費 655 百万円 

従業員給与手当 1,495 百万円 

賞与引当金繰入額 148 百万円 

役員賞与引当金繰入額 29 百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 10 百万円 

運送費 586 百万円 

従業員給与手当 1,475 百万円 

賞与引当金繰入額 141 百万円 

役員賞与引当金繰入額 23 百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 3 百万円 

貸倒引当金繰入額 5 百万円 

※２．研究開発費の総額は408百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

※２．研究開発費の総額は419百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

※３．       ────── 

  

※３．前期損益修正益の内容は次のとおりであります。 

過年度建物及び構築物減価償却費

過大計上 

18 百万円 

過年度無形固定資産減価償却費過

大計上 

3 百万円 

合計 21 百万円 

※４．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

無形固定資産 2 百万円 

※４．       ────── 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3 百万円 

機械装置及び運搬具 7 百万円 

その他 2 百万円 

合計 13 百万円 

機械装置及び運搬具 2 百万円 

その他 7 百万円 

合計 9 百万円 

※６．解約金は、リース解約に伴うものであります。 ※６．解約金は、リース解約に伴うものであります。 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加250千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加250千株、単元

未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  16,005  －  －  16,005

合計  16,005  －  －  16,005

自己株式         

普通株式  164  250  －  414

合計  164  250  －  414

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  316  20 平成19年３月31日 平成19年６月28日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式  236  15 平成19年９月30日 平成19年12月７日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  311 利益剰余金  20 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,761千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加3,760千株、

単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  16,005  －  －  16,005

合計  16,005  －  －  16,005

自己株式         

普通株式  414  3,761  －  4,176

合計  414  3,761  －  4,176

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  311  20 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年11月10日 

取締役会 
普通株式  233  15 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  295 利益剰余金  25 平成21年３月31日 平成21年６月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 7,574 百万円 

有価証券に含まれる現金同等物 500 百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △88 百万円 

現金及び現金同等物 7,986 百万円 

現金及び預金勘定 6,160 百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △49 百万円 

現金及び現金同等物 6,110 百万円 
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっており、その内容は以下のとおりであ

ります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 8  4 3

有形固定資産 

「その他」 286  164 122

合計 295  169 125

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  4  2 2

有形固定資産 

「その他」  151  83 67

合計  155  85 70

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高相当額

が、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）         同 左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 52 百万円 

１年超 72 百万円 

合計 125 百万円 

１年内 29 百万円 

１年超 40 百万円 

合計 70 百万円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注）         同 左 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 79 百万円 

減価償却費相当額 79 百万円 

支払リース料 52 百万円 

減価償却費相当額 52 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 37 百万円 

１年超 26 百万円 

合計 63 百万円 

１年内 30 百万円 

１年超 24 百万円 

合計 55 百万円 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

   ２．その他有価証券で時価のある株式について、前連結会計年度において180万円、当連結会計年度において167百

万円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上

下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。  

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの 

国債  500  500  0  500  502  1

合計    500  500  0  500  502  1

区分 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1)株式 203 1,111 907  191  892 701

(2)投資信託  67 105 37  67  69 1

小計 271 1,216 944  258  961 702

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1)株式 324 322 △1  180  173 △6

小計 324 322 △1  180  173 △6

合計 595 1,538 942  438  1,134 695

前連結会計年度 
（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

 21  － － 1  － 0
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

区分 
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券     

非上場株式  76  76

債権流動化債券  200  150

譲渡性預金  500  －

合計  776  226

区分 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

１年以内
（百万円） 

１年超 
５年以内 
（百万円）

５年超
10年以内 
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超 
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円）

１．債券                                            

(1) 国債  500  － － － －  500  － －

(2) 社債  －  － － － －  －  － －

(3) その他  200  － － － 150  －  － －

２．その他  500  － － － －  －  － －

 合計  1,200  － － － 150  500  － －

（デリバティブ取引関係）
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２．退職給付債務に関する事項 

（退職給付関係）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の厚生年金基金制度、適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けております。厚生年金

基金の代行部分以外については、退職金規程に基づく退

職給付総額の80％について適格退職年金制度から支給さ

れ、約15％が厚生年金基金（複数事業主制度である総合

設立の全日本バルブ厚生年金基金）の加算部分から給付

されるとともに、残額について当社が一時金として給付

しております。 

なお、当社は上記全日本バルブ厚生年金基金には昭和

62年２月設立時より加入しており、適格退職年金制度は

昭和58年３月から退職給付総額の50％について採用し、

平成元年３月から80％に移行しております。 

国内連結子会社は、確定給付型の退職一時金制度を設

けております。なお、退職給付債務の算出にあたり、簡

便法を採用しております。 

また、在外連結子会社は、退職金制度を採用しており

ません。 

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項は次のとおりであります。 

当社は、確定給付型の厚生年金基金制度、適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、適格

退職年金制度を平成21年４月に確定給付型年金制度（平

成21年１月労使合意）へ移行しました。各制度間の給付

割合といたしましては、退職金規程に基づく退職給付総

額の約70％は確定給付型年金制度から、約20％が厚生年

金基金（複数事業主制度である総合設立の全日本バルブ

厚生年金基金）の加算部分から、残額について当社が一

時金として、それぞれ給付しております。 

国内連結子会社は、確定給付型の退職一時金制度を設

けております。なお、退職給付債務の算出にあたり、簡

便法を採用しております。 

また、在外連結子会社は、退職金制度を採用しており

ません。 

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31

日現在)  

年金資産の額 18,341百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 18,049百万円 

差引額 291百万円 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31

日現在)  

年金資産の額 16,415百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 19,214百万円 

差引額 △2,799百万円 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自

平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  8.21％ 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自

平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  8.19％ 

(3) 補足説明 

上記（1）の差引額の要因は、年金財政計算上の未

償却過去勤務債務残高1,618百万円、剰余金1,910百万

円であります。 

(3) 補足説明 

上記（1）の差引額の要因は、年金財政計算上の未

償却過去勤務債務残高1,573百万円、剰余金1,252百万

円、資産評価調整額2,477百万円であります。 

（追加情報） 

当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年

５月15日）を適用しております。 

項目 
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

(1) 退職給付債務   1,404 百万円   1,430 百万円 

(2) 年金資産   800     773   

 小計（(1)－(2)）   603     657   

(3) 未認識数理計算上の差異   49     △55   

(4) 過去勤務債務未償却   －     39   

(5) 退職給付引当金   653     642   
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３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

退職給付費用     百万円     百万円 

(1) 勤務費用   99     94   

(2) 利息費用   27     27   

(3) 期待運用収益（減算）   △4     △4   

(4) 数理計算上の差異の費用処理額   △20     △6   

(5) 拠出額の費用処理額   90     88   

(6) 過去勤務債務の費用処理額   －     △2   

(7) 退職給付費用   191     195   

項目 
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

(1) 割引率（％） 2.0％ 1.5％ 

(2) 期待運用収益率（％） 0.6％ 0.6％ 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ─────  発生連結会計年度の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額を費用処理してお

ります。  

(5) 数理計算上の差異の処理年数  それぞれ発生の翌連結会計年

度から各連結会計年度の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による按分額を

費用処理しております。 

 それぞれ発生年度の翌連結会

計年度から各連結会計年度の従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（流動資産） （百万円）

賞与引当金 90

未払事業税 44

未払社会保険料 12

その他 3

流動繰延税金資産合計 150

流動繰延税金資産の純額 150

（固定資産）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 262

貸倒引当金損金算入限度超過額 13

有価証券評価損 97

会員権評価損 16

減損損失 36

繰越欠損金 54

その他 43

固定繰延税金資産小計 524

評価性引当額 △54

固定繰延税金資産合計 470

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 379

固定繰延税金負債合計 379

固定繰延税金資産の純額 90

（流動資産） （百万円）

賞与引当金 87

未払事業税 25

未払社会保険料 11

たな卸資産評価損 71

その他 22

流動繰延税金資産合計 219

流動繰延税金資産の純額 219

（固定資産）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 258

貸倒引当金損金算入限度超過額 14

有価証券評価損 25

会員権評価損 16

減損損失 34

その他 45

固定繰延税金資産小計 394

評価性引当額 △114

固定繰延税金資産合計 279

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 △279

固定繰延税金負債合計 △279

固定繰延税金資産の純額 0

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.5

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 1.5

評価性引当額増減 0.9

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.4

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 0.4

評価性引当額増減 5.0

過年度法人税等 1.0

過年度法人税等調整額修正 △1.0

適用税率の差異 △0.9

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当社グループは水道用給水装置機材器具関連の製造・販売のみを行っており、単一セグメントに該当する

ため記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループは水道用給水装置機材器具関連の製造・販売のみを行っており、単一セグメントに該当する

ため記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

子会社等 

ＱＳＯサービス株式会社については、重要性がないため記載を省略しました。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報）   

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月

17日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

子会社等 

ＱＳＯサービス株式会社については、重要性がないため記載を省略しました。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額     1,952円89銭

１株当たり当期純利益 95円34銭

１株当たり純資産額      2,142円99銭

１株当たり当期純利益 80円66銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,501  1,229

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,501  1,229

期中平均株式数（株）  15,744,330  15,239,784

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,155 5,519

受取手形 8,299 7,481

売掛金 2,969 2,513

有価証券 1,200 150

商品 90 －

製品 2,665 －

半製品 351 －

商品及び製品 － 3,505

仕掛品 52 26

原材料 736 －

貯蔵品 38 －

原材料及び貯蔵品 － 651

前払費用 55 60

繰延税金資産 145 196

その他 119 65

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 23,871 20,163

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,380 7,417

減価償却累計額 △4,161 △4,364

建物（純額） 3,219 3,053

構築物 256 259

減価償却累計額 △217 △223

構築物（純額） 39 35

機械及び装置 6,802 6,919

減価償却累計額 △5,586 △5,860

機械及び装置（純額） 1,215 1,058

車輌及び運搬具 19 19

減価償却累計額 △18 △18

車輌及び運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 2,624 2,652

減価償却累計額 △2,271 △2,331

工具、器具及び備品（純額） 352 321

土地 4,892 4,892

建設仮勘定 5 －

有形固定資産合計 9,725 9,362
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 225 163

その他 3 1

無形固定資産合計 229 164

投資その他の資産   

投資有価証券 1,594 1,695

関係会社株式 36 36

関係会社出資金 1,500 1,500

従業員長期貸付金 12 13

破産更生債権等 22 25

長期前払費用 2 12

繰延税金資産 126 －

保険積立金 881 818

その他 199 180

貸倒引当金 △34 △36

投資その他の資産合計 4,341 4,246

固定資産合計 14,296 13,773

資産合計 38,168 33,937

負債の部   

流動負債   

支払手形 507 531

買掛金 4,851 4,077

1年内返済予定の長期借入金 － 499

未払金 778 511

未払費用 59 56

未払法人税等 552 323

預り金 25 17

前受収益 0 0

賞与引当金 220 213

役員賞与引当金 29 23

流動負債合計 7,024 6,253

固定負債   

長期借入金 － 1,458

繰延税金負債 － 13

退職給付引当金 648 638

その他 69 80

固定負債合計 718 2,191

負債合計 7,743 8,444
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,358 3,358

資本剰余金   

資本準備金 3,711 3,711

資本剰余金合計 3,711 3,711

利益剰余金   

利益準備金 839 839

その他利益剰余金   

別途積立金 19,000 20,000

繰越利益剰余金 3,748 3,386

利益剰余金合計 23,588 24,226

自己株式 △795 △6,221

株主資本合計 29,862 25,074

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 563 417

評価・換算差額等合計 563 417

純資産合計 30,425 25,492

負債純資産合計 38,168 33,937
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 22,093 20,303

商品売上高 4,646 4,484

売上高合計 26,739 24,787

売上原価   

製品及び商品期首たな卸高 2,883 2,756

当期製品製造原価 14,692 13,974

当期商品仕入高 3,794 3,733

合計 21,370 20,463

製品及び商品期末たな卸高 2,756 3,182

他勘定振替高 ※1  96 ※1  90

売上原価合計 18,518 17,190

売上総利益 8,221 7,597

販売費及び一般管理費   

販売費 3,936 3,790

一般管理費 1,546 1,516

販売費及び一般管理費合計 ※2, ※3  5,482 ※2, ※3  5,307

営業利益 2,738 2,289

営業外収益   

受取利息 17 16

有価証券利息 11 9

受取配当金 42 37

保険解約返戻金 38 86

雑収入 47 31

営業外収益合計 156 181

営業外費用   

支払利息 0 2

売上割引 13 14

投資事業組合運用損 1 －

自己株式取得手数料 3 7

雑損失 3 0

営業外費用合計 20 23

経常利益 2,874 2,447

特別利益   

前期損益修正益 ※4  － ※4  21

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 3 21

特別損失   

固定資産除却損 ※5  12 ※5  9

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 180 166

解約金 ※6  0 ※6  0

特別損失合計 193 177

税引前当期純利益 2,685 2,292
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 1,209 921

法人税等調整額 △39 186

法人税等合計 1,170 1,108

当期純利益 1,514 1,183
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 （脚注） 

  

【製造原価明細書】

    
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    10,631  72.5  10,005  71.9

Ⅱ 労務費 ※２  832  5.7  823  5.9

Ⅲ 経費 ※３  3,193  21.8  3,090  22.2

当期総製造費用    14,657  100.0  13,919  100.0

期首半製品仕掛品たな卸

高 
   438    404   

合計    15,096    14,323   

期末半製品仕掛品たな卸

高 
   404    349   

当期製品製造原価    14,692    13,974   

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

 １．原価計算の方法  １．原価計算の方法 

 ロット単位の個別原価計算を採用しております。 

 なお、たな卸資産を標準価格等で計算し、原価差額

を調整しております。 

 ロット単位の個別原価計算を採用しております。 

 なお、たな卸資産を標準価格等で計算し、原価差額

を調整しております。 

 原価差額調整の内訳  原価差額調整の内訳 

売上原価 965 百万円 

製品 119   

半製品 14   

原材料 56   

仕掛品 2   

計 1,158   

売上原価 505 百万円 

製品 198   

半製品 20   

原材料 △100   

仕掛品 2   

計 626   

※２．労務費のうち、退職給付費用は52百万円、賞与引当

金繰入額は60百万円であります。 

※２．労務費のうち、退職給付費用は53百万円、賞与引当

金繰入額は58百万円であります。 

※３．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※３．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

外注加工費 1,821 百万円 

減価償却費 527   

外注加工費 1,720 百万円 

減価償却費 585   
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,358 3,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,358 3,358

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,711 3,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,711 3,711

資本剰余金合計   

前期末残高 3,711 3,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,711 3,711

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 839 839

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 839 839

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 18,000 19,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 19,000 20,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,786 3,748

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,514 1,183

当期変動額合計 △38 △361

当期末残高 3,748 3,386

利益剰余金合計   

前期末残高 22,626 23,588

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,514 1,183

当期変動額合計 961 638

当期末残高 23,588 24,226
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △304 △795

当期変動額   

自己株式の取得 △491 △5,425

当期変動額合計 △491 △5,425

当期末残高 △795 △6,221

株主資本合計   

前期末残高 29,392 29,862

当期変動額   

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,514 1,183

自己株式の取得 △491 △5,425

当期変動額合計 470 △4,787

当期末残高 29,862 25,074

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,141 563

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △578 △145

当期変動額合計 △578 △145

当期末残高 563 417

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,141 563

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △578 △145

当期変動額合計 △578 △145

当期末残高 563 417

純資産合計   

前期末残高 30,533 30,425

当期変動額   

剰余金の配当 △553 △545

当期純利益 1,514 1,183

自己株式の取得 △491 △5,425

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △578 △145

当期変動額合計 △108 △4,932

当期末残高 30,425 25,492
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

 償却原価法 

満期保有目的の債券 

同 左 

  子会社株式・出資金 

移動平均法に基づく原価法 

子会社株式・出資金 

同 左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法にて算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同 左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・半製品・原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

商品・製品・半製品・原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。 

  

  

仕掛品 

ロット単位の個別法に基づく原価法 

仕掛品 

ロット単位の個別法に基づく原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。 

    

  

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表分）を適用してお

ります。これにより、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、それぞれ172

百万円減少しております。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

建 物：定率法及び定額法 

有形固定資産 

建 物：定率法及び定額法 

  その他：定率法 

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。  

その他：定率法 

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。  

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。

 この変更による損益に与える影響は軽微

であります。 
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項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 この変更による損益に与える影響は軽微

であります。 

  無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については法人税法に

規定する方法と同一の基準によってお

ります。また、ソフトウェア(自社利

用)については、社内における見込利

用可能期間（５年）による定額法を採

用しております。 

無形固定資産 

同 左 

  

  長期前払費用 

定額法 

なお、償却年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

長期前払費用 

同 左 

  

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売上債権、その他の金銭債権の貸倒の

損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して将来支給する賞与のう

ち当期負担額を当期の費用に計上するた

め設定したものであり、支給見込額に基

づいて計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同 左 

  (3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当事業年度

末における支給見込額の当事業年度の期

間負担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同 左 
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項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

  (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、総合設立の厚生年金基金につい

ては、当該年金基金への拠出額を退職給

付費用として計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、それぞれ

発生年度の翌事業年度から各事業年度の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分額

を費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。なお、総合設立の厚生年金基金につ

いては、当該年金基金への拠出額を退職

給付費用として計上しております。ま

た、過去勤務債務は、発生事業年度の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した

額を費用処理しております。数理計算上

の差異は、それぞれ発生年度の翌事業年

度から各事業年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を費用処理して

おります。 

    

  

  

  

（追加情報） 

 確定給付型の制度として厚生年金基金

制度、適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けておりましたが、平成21年４

月に現行退職金制度をポイント制退職金

制度に改定するとともに、適格退職年金

制度を確定給付型年金制度（平成21年１

月労使合意）へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号 平成14年１月31

日）を適用しております。 

 本移行に伴い、過去勤務債務が42百万

円発生し当事業年度から費用処理してお

ります。 

  (5) 役員退職慰労引当金 

────── 

(5)     ────── 

  （追加情報） 

 従来、役員の退職金の支払いに備える

ため、内規に基づく要支給額を役員退職

慰労引当金として計上しておりました

が、平成19年５月14日開催の取締役会に

おいて、役員退職慰労金制度を平成19年

６月27日の定時株主総会終結の時をもっ

て廃止することを決議し、平成19年６月

27日の定時株主総会において、役員退職

慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

が承認可決されております。 

 これに伴い、同日までの役員退職慰労

引当金を全額「長期未払金」に振替え、

固定負債の「その他」に含めて表示して

おります。 
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項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。 

────── 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

同 左 

重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「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）を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。   

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度に

おいて、「商品」「製品」「半製品」「原材料」「貯蔵

品」として掲記されていたものは、当事業年度から「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」と一括掲記しており

ます。なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」

「半製品」「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ109百万

円、3,073百万円、323百万円、594百万円、57百万円であ

ります。  
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注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費 20 百万円 

固定資産 39 百万円 

その他 36 百万円 

合計 96 百万円 

販売費 16 百万円 

固定資産 47 百万円 

その他 26 百万円 

合計 90 百万円 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

費目   販売費   一般管理費 費目   販売費   一般管理費

  百万円   百万円

荷造費  139   －

運送費  648   0

従業員給与手当  1,143   284

福利厚生費  157   101

租税公課  33   68

リース料  331   35

交際費  47   9

減価償却費  115   113

退職給付費用  97   26

賞与引当金繰入額  115   29

役員賞与引当金 

繰入額 
 －
  

29

業務委託費  408   30

研究開発費  －   408

  百万円   百万円

荷造費  131   －

運送費  580   0

従業員給与手当  1,143   266

福利厚生費  157   91

租税公課  27   54

リース料  323   22

交際費  45   16

減価償却費  114   96

退職給付費用  103   24

賞与引当金繰入額  112   25

役員賞与引当金 

繰入額 
 －
  

23

貸倒引当金繰入額   6   －

業務委託費  384   28

研究開発費  －   419

 研究開発費の主な費目別内訳は減価償却費73百万

円、賞与引当金繰入額15百万円、従業員給与手当135

百万円、リース料３百万円及び試験材料費64百万円で

あります。 

 研究開発費の主な費目別内訳は減価償却費82百万

円、賞与引当金繰入額16百万円、従業員給与手当133

百万円、リース料６百万円及び試験材料費64百万円で

あります。 

※３．研究開発費の総額は408百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

※３．研究開発費の総額は419百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

※４．       ────── ※４．前期損益修正益の内容は次のとおりであります。 

過年度建物及び構築物減価償却費

過大計上 

18 百万円 

過年度無形固定資産減価償却費過

大計上 

3 百万円 

合計 21 百万円 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 3 百万円 

構築物 0 百万円 

機械及び装置 7 百万円 

車輌及び運搬具 0 百万円 

工具器具及び備品 2 百万円 

合計 12 百万円 

機械及び装置 2 百万円 

工具器具及び備品 7 百万円 

合計 9 百万円 

※６．解約金は、リース解約に伴うものであります。 ※６．解約金は、リース解約に伴うものであります。 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加250千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加250千株、単元未

満株式の買取りによる増加０千株であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,761千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加3,760千株、単

元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 164 250  － 414

合計 164 250  － 414

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 414 3,761  － 4,176

合計 414 3,761  － 4,176
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（リース取引関係）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車輌及び運搬具 8  4 3

工具器具及び
備品 286  164 122

合計 295  169 125

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車輌及び運搬具  4  2 2

工具器具及び
備品  151  83 67

合計  155  85 70

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）         同 左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 52 百万円 

１年超 72 百万円 

合計 125 百万円 

１年内 29 百万円 

１年超 40 百万円 

合計 70 百万円 

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）         同 左 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 78 百万円 

減価償却費相当額 78 百万円 

支払リース料 52 百万円 

減価償却費相当額 52 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同 左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 37百万円 

１年超 26百万円 

合計 63百万円 

１年内 30百万円 

１年超 24百万円 

合計 54百万円 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（流動資産）  （百万円）

 賞与引当金 88

未払事業税 43

未払社会保険料 11

その他 1

流動繰延税金資産合計 145

流動繰延税金資産の純額 145

（固定資産）   

退職給付引当金 261

貸倒引当金損金算入限度超過額 12

有価証券評価損 97

会員権評価損 16

子会社株式評価損 46

減損損失 34

その他 36

固定繰延税金資産合計 505

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 379

固定繰延税金負債合計 379

 固定繰延税金資産の純額 126

（流動資産）  （百万円）

 賞与引当金 85

未払事業税 25

未払社会保険料 

たな卸資産評価損 

11

69

その他 4

流動繰延税金資産合計 196

流動繰延税金資産の純額 196

（固定資産）   

退職給付引当金 256

貸倒引当金損金算入限度超過額 14

有価証券評価損 25

会員権評価損 16

子会社株式評価損 46

減損損失 31

その他 37

固定繰延税金資産小計 428

評価性引当額 △160

固定繰延税金資産合計 267

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 281

固定繰延税金負債合計 281

 固定繰延税金負債の純額 13

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.5

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 1.5

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.6

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 0.4

評価性引当額増減     

過年度法人税等 

過年度法人税等調整額修正  

その他 

7.0

0.6

△0.6

△0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.4
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（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,951円52銭

１株当たり当期純利益 96円22銭

１株当たり純資産額      2,155円01銭

１株当たり当期純利益 77円66銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

項目 
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,514  1,183

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,514  1,183

期中平均株式数（株）  15,744,330  15,239,784

（重要な後発事象）
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(1) 役員の異動（平成21年６月25日付予定） 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他役員の異動 

該当事項はありません。 

  

(2) その他 

生産、受注及び販売の状況（連結） 

  

（注）１．給水バルブとはサドル付分水栓、止水栓、小型空気弁などであります。 

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などであります。 

３．金額は販売価格で表示しております。 

４．当社は生産能力の表示が困難なため、その記載を省略しておりますので、生産能力に対する生産実績の比は算定しておりません。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（注）１．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

２．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筺類などであります。 

３．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

４．金額は仕入価格で表示しております。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社製品は需要予測に基づいて見込生産により行っており、受注生産は行っておりません。 

 なお、工事受注につきましては次のとおりであります。 

  

（注）１．数量表示は困難なため、その記載を省略しております。 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

６．その他

① 生産実績 （単位 百万円）

区分 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

給水バルブ  10,141  9,926

継手  11,935  11,125

合計  22,076  21,051

② 商品仕入実績 （単位 百万円） 

区分 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

樹脂配管材料  1,404  1,123

鋳鉄配管材料  559  609

その他  2,452  2,474

合計  4,416  4,207

  （単位 百万円）

  

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

受注高 期末受注残高 受注高 期末受注残高

建築工事  195  117  118  86

合計  195  117  118  86
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（注）１．当社の製・商品及び工事は数量表示が困難なため、その記載を省略しております。 

２．給水バルブとはサドル付分水栓、止水栓、小型空気弁などであります。 

３．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などであります。 

４．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

５．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。 

６．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

７．金額は販売価格で表示しております。 

８．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

④ 販売実績 （単位 百万円）

区分 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

製品     

給水バルブ  10,146  9,570

継手  11,437  10,115

小計  21,583  19,685

商品     

樹脂配管材料  1,588  1,287

鋳鉄配管材料  619  670

その他  3,223  3,303

小計  5,431  5,261

工事     

建築工事  188  150

小計  188  150

合計  27,203  25,097
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 生産、受注及び販売の状況（個別）  

  

 （注）１．給水バルブとはサドル付分水栓、止水栓、小型空気弁などであります。 

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などであります。 

３．金額は販売価格で表示しております。 

４．当社は生産能力の表示が困難なため、その記載を省略しておりますので、生産能力に対する生産実績の比は算定しておりません。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当社製品は需要予測に基づいて見込生産により行っており、受注生産は行っておりません。 

  

 （注）１．当社の製・商品は数量表示が困難なため、その記載を省略しております。 

２．給水バルブとはサドル付分水栓、止水栓、小型空気弁などであります。 

３．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手などであります。 

４．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

５．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。 

６．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

７．金額は販売価格で表示しております。 

８．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

① 生産実績 （単位 百万円）

区分 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

給水バルブ  10,141  9,926

継手  11,935  11,125

合計  22,076  21,051

③ 販売実績 （単位 百万円）

区分 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

製品     

給水バルブ  10,149  9,573

継手  11,943  10,729

小計  22,093  20,303

商品     

樹脂配管材料  1,595  1,292

鋳鉄配管材料  619  670

その他  2,431  2,521

小計  4,646  4,484

合計  26,739  24,787
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