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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 5,119 △12.3 454 32.3 456 23.9 251 19.8
21年3月期第1四半期 5,834 ― 343 ― 368 ― 209 ―

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 21.25 ―

21年3月期第1四半期 13.47 ―

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 33,678 25,494 75.7 2,155.14
21年3月期 34,093 25,350 74.4 2,142.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  25,494百万円 21年3月期  25,350百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 20.00 35.00

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  有  
詳細は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。 

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

10,850 △13.8 1,040 2.5 1,070 △0.3 630 5.6 53.26

通期 23,850 △5.0 2,630 9.4 2,700 9.3 1,580 28.5 133.56

－ 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) 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） 

(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。 

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 16,005,600株 21年3月期  16,005,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,176,083株 21年3月期  4,176,046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 11,829,526株 21年3月期第1四半期 15,590,587株
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 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、世界的な財政出動の効果もあって、生産や輸出が改善し、景気の悪

化に下げ止まり感がでてまいりました。 

 当社グループの属する給水装置業界におきましては、原材料価格が前年度に比べ低下いたしましたが、住宅投資

への手控え感から、新設住宅着工戸数は依然低調に推移するなど引き続き厳しい事業環境となりました。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、水道メータや、暖房用パイプの販売強化及び新製品の投入な

どにより売上高の維持に努めてまいりましたが、既存製品の落ち込みから、売上高につきましては51億19百万円と

前年同期比12.3％の減収となりました。収益につきましては、原材料価格の低下要因に加え、全社的なコスト削減

効果から、経常利益は４億56百万円と前年同期比23.9％の増益となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、336億78百万円となり前連結会計年度末に比べ４億14百万円減少いたし

ました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ３億84百万円減少し、205億99百万円となりました。これは主に、現金及び

預金が７億90百万円、商品及び製品が１億19百万円、仕掛品が28百万円、原材料及び貯蔵品が27百万円、繰延税金

資産が32百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が13億77百万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30百万円減少し、130億79百万円となりました。これは主に、投資有価証券

が１億45百万円増加したものの、有形固定資産が１億53百万円、無形固定資産が９百万円、繰延税金資産が12百万

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５億58百万円減少し、81億84百万円となりました。これは主に、

賞与引当金が１億50百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が５億37百万円、長期借入金が１億36百万円減少

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１億43百万円増加し、254億94百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が44百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が87百万円、為替換算調整勘定が１億１百

万円増加したことによるものであります。   

 近の業績動向等を踏まえ、平成21年５月13日に公表した平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31

日）の第２四半期累計期間および通期の業績予想（連結・個別）を修正しております。詳細につきましては平成21

年８月７日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 該当事項はありません。 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく 

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

該当事項はありません。 

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

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：百万円）

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 6,950 6,160

受取手形及び売掛金 8,660 10,038

有価証券 150 150

商品及び製品 3,670 3,550

仕掛品 93 64

原材料及び貯蔵品 711 684

繰延税金資産 252 219

その他 115 123

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 20,599 20,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,922 7,907

減価償却累計額 △4,707 △4,646

建物及び構築物（純額） 3,215 3,261

機械装置及び運搬具 7,789 7,727

減価償却累計額 △6,309 △6,206

機械装置及び運搬具（純額） 1,479 1,520

土地 5,030 5,030

建設仮勘定 10 11

その他 2,727 2,737

減価償却累計額 △2,438 △2,383

その他（純額） 288 354

有形固定資産合計 10,023 10,177

無形固定資産 177 187

投資その他の資産   

投資有価証券 1,887 1,741

長期貸付金 38 13

保険積立金 820 818

繰延税金資産 1 13

その他 170 194

貸倒引当金 △40 △37

投資その他の資産合計 2,878 2,745

固定資産合計 13,079 13,109

資産合計 33,678 34,093

－ 4 －
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,143 4,680

1年内返済予定の長期借入金 546 546

未払法人税等 228 326

賞与引当金 368 217

役員賞与引当金 5 23

その他 705 689

流動負債合計 5,997 6,483

固定負債   

長期借入金 1,366 1,503

繰延税金負債 67 13

退職給付引当金 647 642

役員退職慰労引当金 20 19

その他 85 80

固定負債合計 2,187 2,259

負債合計 8,184 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 24,180 24,224

自己株式 △6,221 △6,221

株主資本合計 25,028 25,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 502 415

為替換算調整勘定 △36 △138

評価・換算差額等合計 465 277

純資産合計 25,494 25,350

負債純資産合計 33,678 34,093

－ 5 －
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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：百万円）

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 5,834 5,119

売上原価 4,111 3,346

売上総利益 1,723 1,773

販売費及び一般管理費 1,379 1,319

営業利益 343 454

営業外収益   

受取利息 2 0

有価証券利息 1 2

受取配当金 18 16

雑収入 12 9

営業外収益合計 35 27

営業外費用   

支払利息 0 6

売上割引 2 3

為替差損 6 15

その他 0 －

営業外費用合計 10 25

経常利益 368 456

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産除却損 0 2

投資有価証券売却損 0 －

解約金 0 －

特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純利益 369 454

法人税、住民税及び事業税 246 228

法人税等調整額 △87 △25

法人税等合計 159 202

四半期純利益 209 251

－ 6 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 369 454

減価償却費 230 231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 4

賞与引当金の増減額（△は減少） 154 150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 1

受取利息及び受取配当金 △22 △18

支払利息 0 6

為替差損益（△は益） 6 15

売上債権の増減額（△は増加） 1,292 1,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △273 △111

仕入債務の増減額（△は減少） △80 △541

未払消費税等の増減額（△は減少） △33 31

その他 25 △49

小計 1,672 1,542

利息及び配当金の受取額 23 17

利息の支払額 △0 △6

法人税等の支払額 △540 △341

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155 1,212

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 － △0

定期預金の払戻による収入 68 －

有価証券の償還による収入 200 －

投資有価証券の取得による支出 △2 －

有形固定資産の取得による支出 △171 △45

無形固定資産の取得による支出 △26 △4

保険積立金の積立による支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 68 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △11 △136

配当金の支払額 △300 △280

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △312 △417

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 899 786

現金及び現金同等物の期首残高 7,986 6,110

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,886 6,896

－ 7 －
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 該当事項はありません。 

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） 

 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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高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） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

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） 

 海外売上高がないため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

－ 8 －
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(1) 生産実績 

  当第１四半期連結会計期間の水道用給水装置機材器具の生産実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

（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．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

  

(2) 商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の水道用給水装置機材器具の商品仕入実績を各品目別に示すと、次のとおりでありま

す。 

（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、筐類などであります。 

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 

 当社グループ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、当第１四半期連結会計期間の水道用給水装置機材器具の工事受注は次のとおりであります。 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

品目別 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

給水バルブ   （百万円）  1,988  △15.6

継手      （百万円）  2,358  △20.5

合計      （百万円）  4,347  △18.3

品目別 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

樹脂配管材料  （百万円）  246  △7.2

鋳鉄配管材料  （百万円）  105  △8.1

その他     （百万円）  549  △4.0

合計      （百万円）  901  △5.4

品目別  受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

建築工事    14  △59.2    90  △10.4

 合計    14  △59.2    90  △10.4
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(4) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間の水道用給水装置機材器具の販売実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

（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．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。 

４．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。 

５．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。 

６．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

７．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

製品     

給水バルブ  （百万円）  1,861  △14.4

継手     （百万円）  2,188  △12.8

小計     （百万円）  4,050  △13.5

商品     

樹脂配管材料 （百万円）  280  △8.6

鋳鉄配管材料 （百万円）  109  △11.1

その他    （百万円）  668  0.2

小計     （百万円）  1,059  △3.5

工事     

建築工事   （百万円）  10  △80.1

合計     （百万円）  5,119  △12.3

相手先 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

渡辺パイプ㈱  626  10.7  526  10.3
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