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 当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府の経済対策効果もあり、景気の一部に下げ止まりの兆し

は見られたものの、企業収益は大幅に減少し、また雇用情勢の悪化も続いており、依然として厳しい状況で推移して

おります。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、企業の設備投資の抑制や住宅需要の減退による住宅着工数の大幅な減

少等、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、当社グループは受注拡大とコスト削減による利益確保に重点を置いた活動に

努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は30億92百万円（前年同四半期比12.4％減）となりました。また、

利益面につきましては、売上高の減少に加え売上総利益率の低下等により、営業損失は59百万円（前年同四半期は営

業利益70百万円）、経常損失は43百万円（前年同四半期は経常利益86百万円）、四半期純損失は42百万円（前年同四

半期は四半期純利益39百万円）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２四半期連結会計期間及び連結会計

年度末である第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期連結

会計期間及び第４四半期連結会計期間に偏重し、各四半期連結会計期間の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、民間設備投資の減少や住宅着工数の減少等の影響により、売上高は17億88百万

円（前年同四半期比10.0％減）、営業損失は23百万円（前年同四半期は営業損失20百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、新設及び既設工事の完成物件がともに減少したことにより、売上高は11億31百万円（前

年同四半期比18.4％減）となり、営業損失は43百万円（前年同四半期は営業利益79百万円）となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、33億73百万円（前年同四半期比18.7％減）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は１億73百万円（同11.5％増）となり、営業利益は７百万円（同38.8％

減）となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状態 

 当第１四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７億68百万円減少

し151億50百万円、負債の部は６億76百万円減少し71億35百万円、純資産の部は92百万円減少し80億14百万円となり

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５億68百万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15

億53百万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２億90百万円、未成工事受入金が１億

76百万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７億82百万円、未払法人税等が２億62百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が１億16百万円減少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１四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、27億10百万

円（前年同四半期は23億34百万円）となり、前連結会計年度末より３億７百万円（10.2％）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３百万円（前年同四半期は１億57百万円の使用）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、売上債権の減少額15億44百万円及び未成工事受入金の増加額１億76百万円等で

あり、減少要因といたしましては、たな卸資産の増加額５億82百万円、仕入債務の減少額７億82百万円及び法人税等

の支払額２億73百万円等であります。 

（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５億24百万円（前年同四半期比127.8％増）となりました。これは主に定期預金の

預入による支出４億３百万、有価証券の取得による支出１億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） 

 財務活動の結果得られた資金は２億13百万円（同12.2％増）となりました。この主な増減要因のうち、増加要因と

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



いたしましては、短期借入れによる収入４億75百万円であり、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１億85百万円、配当金の支払額70百万円等によるものであります。   

  

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表した公表数値に変更はあり

ません。 

 当社グループの工事事業における売上高は、第２四半期連結会計期間及び連結会計年度末である第４四半期連結会

計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会

計期間に偏重することから、各四半期連結会計期間の業績には季節的変動があります。 

  

 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１四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、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。  

  

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

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



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 3,316,703 3,222,053

受取手形及び売掛金 4,141,599 5,483,080

営業未収入金 1,710,147 1,921,943

有価証券 120,542 20,533

商品 356,255 351,665

未成工事支出金 1,775,634 1,207,348

原材料及び貯蔵品 21,845 12,872

繰延税金資産 164,603 148,605

その他 84,026 124,057

貸倒引当金 △10,051 △9,222

流動資産合計 11,681,306 12,482,937

固定資産   

有形固定資産 1,775,621 1,777,570

無形固定資産 54,268 57,029

投資その他の資産   

投資有価証券 618,974 575,776

その他 1,035,060 1,031,774

貸倒引当金 △14,468 △5,681

投資その他の資産合計 1,639,567 1,601,870

固定資産合計 3,469,457 3,436,470

資産合計 15,150,763 15,919,408



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,979,762 4,761,939

短期借入金 1,466,020 1,176,020

未払法人税等 21,139 283,943

未成工事受入金 794,841 618,839

賞与引当金 141,429 234,149

役員賞与引当金 7,465 31,860

完成工事補償引当金 11,520 15,740

工事損失引当金 － 14,000

その他 263,051 242,098

流動負債合計 6,685,229 7,378,589

固定負債   

繰延税金負債 95,837 82,880

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

退職給付引当金 － 721

役員退職慰労引当金 134,722 129,615

負ののれん 5,441 6,218

その他 63,630 63,307

固定負債合計 450,619 433,729

負債合計 7,135,848 7,812,319

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 7,104,858 7,221,734

自己株式 △7,068 △7,068

株主資本合計 8,222,190 8,339,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77,735 53,260

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △308,729 △333,203

少数株主持分 101,453 101,226

純資産合計 8,014,914 8,107,088

負債純資産合計 15,150,763 15,919,408



（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 3,529,384 3,092,587

売上原価 2,808,037 2,517,050

売上総利益 721,347 575,537

販売費及び一般管理費 650,559 635,029

営業利益又は営業損失（△） 70,787 △59,491

営業外収益   

受取配当金 9,096 9,122

受取賃貸料 6,737 6,675

負ののれん償却額 777 777

その他 9,269 6,950

営業外収益合計 25,880 23,525

営業外費用   

支払利息 5,231 5,121

持分法による投資損失 751 87

その他 4,212 2,167

営業外費用合計 10,195 7,375

経常利益又は経常損失（△） 86,472 △43,341

特別利益   

固定資産売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 10,495 －

特別利益合計 10,495 17

特別損失   

固定資産売却損 － 689

固定資産除却損 958 604

投資有価証券評価損 － 254

会員権評価損 1,740 335

特別損失合計 2,698 1,883

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

94,269 △45,207

法人税、住民税及び事業税 12,700 17,784

法人税等調整額 42,384 △21,514

法人税等合計 55,084 △3,729

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1,444

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39,185 △42,921



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

94,269 △45,207

減価償却費 17,181 21,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,020 9,615

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,837 △92,720

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,860 △24,395

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5,880 △4,220

工事損失引当金の増減額（△は減少） 6,400 △14,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58 △1,890

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,542 5,107

受取利息及び受取配当金 △9,969 △10,822

支払利息 5,231 5,121

持分法による投資損益（△は益） 751 87

売上債権の増減額（△は増加） 1,573,121 1,544,695

たな卸資産の増減額（△は増加） △744,212 △582,646

仕入債務の増減額（△は減少） △817,777 △782,176

未成工事受入金の増減額（△は減少） 254,739 176,002

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,168 －

その他 47,243 71,165

小計 228,612 275,693

利息及び配当金の受取額 7,198 6,885

利息の支払額 △5,430 △5,477

法人税等の支払額 △388,209 △273,813

営業活動によるキャッシュ・フロー △157,829 3,288

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 △213,808 △403,600

有価証券の取得による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △32,004 －

その他 15,499 △20,992

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,314 △524,592

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 515,000 475,000

短期借入金の返済による支出 △185,000 △185,000

配当金の支払額 △136,887 △70,217

その他 △2,493 △5,920

財務活動によるキャッシュ・フロー 190,618 213,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,524 △307,441

現金及び現金同等物の期首残高 2,531,535 3,017,705

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,334,011 2,710,264



 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） 

（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 

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）及び当第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）において、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。  

   

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）及び当第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）において、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。  

   

 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〕

  
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 
 1,987,310  1,386,917  155,156  3,529,384  －  3,529,384

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 111  －  －  111  (111)  －

計  1,987,422  1,386,917  155,156  3,529,496  (111)  3,529,384

営業損益  △20,738  79,931  11,550  70,742  45  70,787

  
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 
 1,788,510  1,131,073  173,003  3,092,587  －  3,092,587

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  20  －  20  (20)  －

計  1,788,510  1,131,093  173,003  3,092,607  (20)  3,092,587

営業損益  △23,138  △43,417  7,064  △59,491  －  △59,491

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



 (１）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 

  

②受注工事高・完成工事高・繰越工事高  

６．その他の情報

  

  

  

  

  

  

 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） 

  

  

  

   

増減率（％） 

  

   金額（千円）  構成比（％）  金額（千円）  構成比（％）   

 管工機材販売事業           

 管・継手類  802,320  36.8 768,339 38.5 △4.2 

 弁類  550,562  25.2 499,758 25.0 △9.2 

 特機類  208,079  9.5 132,057 6.6 △36.5 

 その他商品  426,348  19.5 388,354 19.4 △8.9 

小計  1,987,310  91.0 1,788,510 89.5 △10.0 

 工事事業           

 自動制御機器  41,021 1.9  37,533 1.9 △8.5 

 環境機器販売事業           

 環境関連機器類      155,156 7.1 173,003 8.6 11.5 

合計  2,183,488 100.0 1,999,047 100.0 △8.4 

  

  

 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） 

  

  

  

   

増減率（％） 

  

 金額（千円）  構成比（％）  金額（千円）  構成比（％）   

 受注工事高           

  新設工事  1,876,837  45.2  1,229,182  36.4  △34.5 

  既設工事  1,025,151  24.7  919,395  27.3  △10.3 

  保守工事  1,246,640  30.1  1,224,712  36.3  △1.8 

合計 4,148,629  100.0  3,373,290  100.0  △18.7 

 完成工事高           

  新設工事 495,312  36.8  373,953  34.2  △24.5 

  既設工事 495,734  36.8  374,922  34.3  △24.4 

  保守工事 354,849  26.4  344,664  31.5  △2.9 

合計   1,345,896  100.0  1,093,540  100.0  △18.8 

 繰越工事高           

  新設工事 3,972,595  64.2  4,578,251  68.6  15.2 

  既設工事  1,246,836  20.2  1,144,811  17.2  △8.2 

  保守工事  963,822 15.6  949,779  14.2  △1.5 

合計  6,183,254  100.0  6,672,841  100.0  7.9 
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