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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 5,549 △16.6 256 △24.3 254 △34.1 189 △77.5
21年3月期第1四半期 6,652 88.4 337 ― 386 ― 841 ―

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

22年3月期第1四半期 11.54 11.49
21年3月期第1四半期 51.25 51.24

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

22年3月期第1四半期 19,309 9,403 48.6 571.24
21年3月期 20,060 9,391 46.7 571.21

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,375百万円 21年3月期  9,376百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間 11,600 △12.1 350 △40.2 350 △45.3 300 △71.7 18.28

通期 23,600 △8.7 800 △41.2 800 △40.9 500 △72.6 30.46
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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、４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） 

(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 
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、４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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 16,531,157株 21年3月期  16,531,157株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  118,338株 21年3月期  116,260株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,413,315株 21年3月期第1四半期 16,422,187株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な金融危機が実体経済に波及し、企業収

益の大幅な減少、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化により景気後退局面が継続しており、依然として、先行き不安

に対する消費者の生活防衛意識の高まりから、買い控えや低価格品へのシフトといった節約志向が顕著となるなど

経営環境は不透明な状況が続いております。 

水栓業界におきましては、昨年から続く不動産市況の低迷や雇用・所得環境の悪化を受け、住宅投資は厳しい状

況で推移しております。 

このような状況のもとで、当社グループは、水栓金具のトップメーカーをめざし、早期に昨年３月の事業の統合

効果を創出すべく、品質と低コストの両立を目標とした「質にこだわった価値経営」の推進に取り組んでまいりま

した。 

商品面では、引き続き、商品の統廃合、部材の共通化を推し進め、双方の得意とする分野の開発力を融合させた

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をはじめ、新規開拓による売上の拡大、継手・配管部品の提案営

業力強化、拡販につながる迅速なアフターサービス体制の構築など受注・売上の確保と収益の改善に取り組んでま

いりました。 

生産面では、ＫＰＳ(KVK Production System)活動を柱に、仕入コストの抜本的な見直し、在庫圧縮を図るととも

に、部材の内製化、生産工程の改善、物流の効率化など４拠点による最適生産体制の再構築を一段と進め、徹底し

た原価低減と品質の確保に注力してまいりました。 

こうした諸施策の結果、当第１四半期の連結業績につきましては、住宅市況の低迷により売上高は55億49百万円

(前年同期比16.6％減)となりました。損益面につきましては、原材料価格が変動するなかグループ一丸となってコ

スト管理の徹底、業務全般の効率化、諸経費の削減などトータルコスト削減に取り組みましたものの、売上の減少

が響き、営業利益２億56百万円(前年同期比24.3%減)、経常利益２億54百万円(前年同期比34.1%減)となりました。

当四半期純損益は、前年同期の税効果会計による法人税等調整額４億65百万円の計上が大きかったため、１億89百

万円(前年同期比77.5％減)の四半期純利益となりました。  

  

(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７億51百万円減少し、193億９百万円となりました。これは主に現金及び預

金の２億58百万円増加に対し、受取手形及び売掛金が４億４百万円、たな卸資産が５億92百万円減少したことによ

ります。  

 負債は、前連結会計年度末に比べて７億62百万円減少し、99億６百万円となりました。これは主に短期借入金が

３億80百万円増加する一方、支払手形及び買掛金が８億31百万円、その他流動負債が２億55百万円減少したことに

よります。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて11百万円増加し、94億３百万円となりました。    

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて２億

58百万円増加し、13億43百万円となりました。  

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動による資金の増加は１億25百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を２億53百万

円、減価償却費を１億50百万円の計上と、売上債権が３億29百万円、たな卸資産が５億81百万円の減少があった一

方、仕入債務が７億17百万円、その他負債が４億89百万円減少したことによります。前年同期に比べ83百万円の減

少となりました。  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動による資金の減少は87百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が79百万円発生

したことによります。前年同期に比べ31百万円の支出の減少となりました。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動による資金の増加は２億31百万円となりました。これは主に短期借入金が３億60百万円増加したこと及

び、配当金の支払が１億38百万円発生したことによります。前年同期に比べ２億66百万円の増加となりました。 

【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
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

 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。   

  

 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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,343,916 1,085,704

受取手形及び売掛金 7,731,223 8,135,708

商品及び製品 1,018,214 1,306,036

仕掛品 520,499 638,235

原材料及び貯蔵品 1,648,941 1,836,238

その他 472,049 516,206

貸倒引当金 △3,210 △1,680

流動資産合計 12,731,634 13,516,449

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,666,161 1,713,010

土地 2,147,824 2,147,824

その他（純額） 2,220,916 2,149,920

有形固定資産合計 6,034,902 6,010,755

無形固定資産 133,262 134,041

投資その他の資産   

投資有価証券 209,261 198,046

その他 216,007 217,328

貸倒引当金 △15,826 △15,826

投資その他の資産合計 409,441 399,548

固定資産合計 6,577,606 6,544,345

資産合計 19,309,241 20,060,794

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,936,071 4,767,217

短期借入金 1,700,000 1,320,000

未払法人税等 43,834 48,334

その他 1,292,993 1,548,536

流動負債合計 6,972,899 7,684,087

固定負債   

長期借入金 2,170,000 2,195,000

退職給付引当金 224,233 218,667

負ののれん 243,740 260,358

その他 295,230 310,988

固定負債合計 2,933,204 2,985,014

負債合計 9,906,104 10,669,102
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 3,816,864 3,791,526

自己株式 △22,205 △21,799

株主資本合計 9,625,909 9,600,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,773 △11,988

為替換算調整勘定 △244,406 △212,664

評価・換算差額等合計 △250,179 △224,652

新株予約権 27,406 15,368

純資産合計 9,403,136 9,391,692

負債純資産合計 19,309,241 20,060,794
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,652,041 5,549,255

売上原価 5,263,160 4,228,586

売上総利益 1,388,881 1,320,669

販売費及び一般管理費 1,050,904 1,064,665

営業利益 337,977 256,004

営業外収益   

受取利息 377 164

受取配当金 2,182 1,660

負ののれん償却額 16,618 16,618

為替差益 39,708 －

その他 40,181 20,770

営業外収益合計 99,068 39,213

営業外費用   

支払利息 37,752 29,151

売上割引 11,744 7,746

為替差損 － 1,873

その他 782 1,648

営業外費用合計 50,279 40,420

経常利益 386,765 254,797

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,178 －

特別利益合計 1,178 －

特別損失   

固定資産売却損 － 523

固定資産除却損 4,177 921

特別損失合計 4,177 1,444

税金等調整前四半期純利益 383,766 253,352

法人税、住民税及び事業税 7,336 39,147

法人税等調整額 △465,255 24,717

法人税等合計 △457,918 63,864

四半期純利益 841,684 189,487
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 383,766 253,352

減価償却費 181,881 150,098

負ののれん償却額 △16,618 △16,618

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,959 5,566

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） △1,178 1,530

受取利息及び受取配当金 △4,099 △2,114

支払利息 49,497 36,898

為替差損益（△は益） △35,959 13,521

有形固定資産売却損益（△は益） － 523

有形固定資産除却損 4,177 921

売上債権の増減額（△は増加） △1,626,559 329,687

たな卸資産の増減額（△は増加） △468,844 581,236

仕入債務の増減額（△は減少） 1,818,371 △717,166

その他の資産の増減額（△は増加） △110,865 15,274

その他の負債の増減額（△は減少） 36,650 △489,370

小計 228,800 163,340

利息及び配当金の受取額 4,261 2,335

利息の支払額 △18,350 △13,648

法人税等の支払額 △6,460 △26,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,251 125,212

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 △898 △898

有形固定資産の取得による支出 △108,054 △79,300

有形固定資産の売却による収入 － 700

その他の支出 △9,645 △8,049

その他の収入 － 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,597 △87,498

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） 30,000 360,000

長期借入金の返済による支出 △65,000 △5,000

リース債務の返済による支出 － 3,062

新株予約権の発行による収入 － 12,038

自己株式の取得による支出 △81 △405

配当金の支払額 － △138,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,081 231,218

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,417 △10,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,989 258,212

現金及び現金同等物の期首残高 1,183,228 1,085,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,258,218 1,343,916
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 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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