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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

平成21年３月期第１四半期から連結損益計算書を作成しているため、平成21年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率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 ％

22年3月期第2四半期 10,095 △11.9 △79 ― 46 ― 66 ―

21年3月期第2四半期 11,454 ― △151 ― △10 ― △60 ―

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2四半期 4.41 ―

21年3月期第2四半期 △3.87 ―

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2四半期 39,518 33,260 84.0 2,190.67
21年3月期 39,987 33,366 83.3 2,197.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  33,213百万円 21年3月期  33,313百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 16.50 ― 16.50 33.00

22年3月期 ― 12.50

22年3月期 
（予想）

― 12.50 25.00

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  有  
 

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 21,000 △8.1 △30 ― 70 ― 10 ― 0.66



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、５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） 

※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、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下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 15,732,000株 21年3月期  15,732,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  570,549株 21年3月期  570,428株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,161,501株 21年3月期第2四半期 15,548,725株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の輸出や生産で持ち直しに転じつつあるものの、世

界的な金融危機の影響は根強く、厳しい収益環境を背景に民間設備投資は減少を続けました。個人消費は一部の

耐久消費財に政府の各種対策の効果が窺われますが、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、全体としては弱めの

動きとなりました。 

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、引き続き公共投資削

減にくわえて、新設住宅着工戸数が前期にも増して大幅に減少し、一段と厳しい経営環境で推移いたしました。

このような状況の中で当社グループは、生産体制の合理化や業務の効率化による生産性向上と、経費削減を

はじめとするコストダウンの徹底追及を実行してまいりました。 

また、営業面におきましては、排水用吸気弁や雨水関連製品などの重点品目を掲げ、市場における存在感の

さらなる強化に注力いたしております。中でも、長期優良住宅をテーマとするビニヘッダーや基礎貫通スリーブ

などの排水システム部材の拡販を図るため、ハウスメーカーから地場ビルダーまで幅広い顧客の開拓に努め、着

実に新規受注を獲得いたしております。さらに、本年４月に水環境事業部を設置し、水環境システム分野の市場

に本格参入をいたしました。省エネルギー・環境配慮をテーマとして、水環境システム製品「アジティス」の全

国展開に向けて営業活動を行っております。 

しかしながら、引き続き製品需要停滞の影響は回避しきれず、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高

で前年同期比11.9％減の100億95百万円（前年同期114億54百万円）、営業損失79百万円（前年同期１億51百万円

の損失）、経常利益46百万円（前年同期10百万円の損失）となりました。なお、特別利益として受取補償金170

百万円を計上いたしましたことにより、四半期純利益は66百万円（前年同期60百万円の損失）となりました。 

  

  

(1) 財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、流動資産が１億84百万円増加したものの、固定資産の減価償却等によ

り６億54百万円減少したため、前連結会計年度末と比べ４億69百万円減少し、395億18百万円となりました。 

 負債は、支払手形及び買掛金や役員退職慰労引当金が減少したことにより前連結会計年度末と比べ３億63百万

円減少し、62億58百万円となりました。 

 純資産は、評価・換算差額等が増加したものの剰余金の配当により前連結会計年度末と比べ１億５百万円減少

し、332億60百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は64億96百万円とな

り、前四半期連結会計期間末と比べ24億89百万円（62.1％）の増加となりました。 

 (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、税金等調整前四半期純利益２億11百万円、減価償却費８億２百万円、売上

債権の減少額７億45百万円、たな卸資産の減少額１億71百万円などの増加要因と、仕入債務の減少額３億55百万

円、役員退職慰労引当金の減少額71百万円などの減少要因により、17億70百万円（前年同四半期比２億円増）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16億12百万円、定期預金の預入による支

出16億５百万円、有形固定資産の取得による支出２億36百万円により、２億97百万円（前年同四半期比３億円

増）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９億円、短期借入金の返済による支出９億円、

配当金の支払２億50百万円により２億73百万円（前年同四半期比75百万円減）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



  

最近の業績の動向を踏まえ、当初の業況予想を平成21年10月29日に発表の通り修正いたしました。 

通期の業績予想につきましては、新設住宅着工の今後の動向や、塩化ビニル樹脂の値上げをはじめとする原

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厳しい状況が予想されるため下記の通り修

正いたします。 

  

通期 連結業績予想 

平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

※ 上記の業績予想は、本資料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す。実際の業 

  績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

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２四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

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当り

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 百万円23,300 百万円280 百万円440 百万円 180  円 銭11 61

今回修正予想（Ｂ） 百万円21,000 百万円△ 30 百万円70 百万円 10 銭66

増減額（Ｂ－Ａ） 百万円△ 2,300 百万円△ 310 百万円△ 370 百万円 △ 170  －

増減率（％） ％△ 9.9  － ％△ 84.1 ％ △ 94.4  －

前期実績（平成21年３月期） 百万円22,841 百万円△ 313 百万円△ 109 百万円 △ 484 円 銭△31 27

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



  

会計処理基準に関する事項の変更 

 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「工事契約に係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２四半期連結会計期間末までの進捗部分についての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（工期がごく短期間のものを除く）を、その他の工事については工事完成基

準を適用することにいたしました。 

 なお、当第２四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用すべきものがないと判断したため、この

変更による売上高、営業損失、経常利益、税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

  

表示方法の変更 

 従来、販売費及び一般管理費については連結損益計算書において費目別に区分掲記しておりましたが、「販

売費及び一般管理費」として一括して掲記する方法に変更しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費を前第２四半期連結累計期間と同様に区分

掲記した場合の費目及び金額は以下のとおりです。 

  

  

  

（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

運送費及び保管費  千円871,262

貸倒引当金繰入額  千円16,926

給料及び手当  千円606,068

賞与引当金繰入額  千円166,810

その他  千円1,231,142

販売費及び一般管理費合計  千円2,892,209



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 7,743,854 6,552,538

受取手形及び売掛金 7,701,461 8,585,634

有価証券 758,206 757,548

商品及び製品 1,888,841 2,233,767

仕掛品 589,721 442,892

原材料及び貯蔵品 421,516 394,880

繰延税金資産 257,834 362,526

その他 394,695 375,583

貸倒引当金 △31,014 △165,214

流動資産合計 19,725,118 19,540,157

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,722,732 8,722,739

減価償却累計額 △3,966,407 △3,819,311

建物及び構築物（純額） 4,756,325 4,903,428

機械及び装置 11,026,032 11,013,647

減価償却累計額 △9,166,259 △8,921,161

機械及び装置（純額） 1,859,773 2,092,486

工具、器具及び備品 17,437,338 17,335,606

減価償却累計額 △16,597,369 △16,295,808

工具、器具及び備品（純額） 839,969 1,039,798

土地 4,940,720 4,940,720

その他 249,854 222,612

減価償却累計額 △203,183 △199,800

その他（純額） 46,670 22,812

有形固定資産合計 12,443,459 12,999,247

無形固定資産   

のれん 118,714 135,674

ソフトウエア 277,226 251,860

その他 16,655 16,770

無形固定資産合計 412,597 404,304

投資その他の資産   

投資有価証券 6,366,237 6,284,437

その他 727,245 773,414

貸倒引当金 △155,896 △13,722

投資その他の資産合計 6,937,587 7,044,130

固定資産合計 19,793,644 20,447,681

資産合計 39,518,763 39,987,839



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,886,621 4,184,209

短期借入金 597,300 596,320

未払法人税等 30,120 53,093

賞与引当金 393,000 391,000

役員賞与引当金 11,520 －

その他 955,687 970,378

流動負債合計 5,874,248 6,195,001

固定負債   

長期借入金 16,000 40,140

繰延税金負債 229,238 202,800

退職給付引当金 41,629 14,293

役員退職慰労引当金 － 71,300

その他 97,341 98,199

固定負債合計 384,209 426,733

負債合計 6,258,458 6,621,735

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 23,634,197 23,817,569

自己株式 △650,601 △650,483

株主資本合計 32,734,286 32,917,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 479,465 396,001

評価・換算差額等合計 479,465 396,001

少数株主持分 46,553 52,326

純資産合計 33,260,305 33,366,104

負債純資産合計 39,518,763 39,987,839



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,454,211 10,095,436

売上原価 8,621,996 7,282,676

売上総利益 2,832,215 2,812,760

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 938,479 －

貸倒引当金繰入額 93,700 －

給料及び手当 601,004 －

賞与引当金繰入額 169,190 －

その他 1,181,423 －

販売費及び一般管理費合計 2,983,797 2,892,209

営業損失（△） △151,581 △79,449

営業外収益   

受取利息 42,018 17,943

受取配当金 41,680 35,816

受取保険金 12,594 18,964

受取賃貸料 34,022 44,658

その他 32,425 22,061

営業外収益合計 162,741 139,444

営業外費用   

支払利息 5,465 3,951

賃貸費用 9,020 4,752

その他 6,935 4,293

営業外費用合計 21,420 12,997

経常利益又は経常損失（△） △10,260 46,997

特別利益   

固定資産売却益 19 －

貸倒引当金戻入額 4,273 －

受取補償金 － 170,000

特別利益合計 4,292 170,000

特別損失   

固定資産売却損 700 221

固定資産除却損 10,815 3,562

ゴルフ会員権評価損 4,313 1,599

特別損失合計 15,830 5,384

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（△）

△21,798 211,612

法人税、住民税及び事業税 57,190 17,275

法人税等調整額 △13,738 133,316

法人税等合計 43,451 150,592

少数株主損失（△） △5,082 △5,773

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,166 66,793



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △21,798 211,612

減価償却費 951,066 802,102

のれん償却額 16,959 16,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） 89,427 7,973

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 2,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 11,520

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,600 △71,300

前払年金費用の増減額（△は増加） 15,877 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 27,335

受取利息及び受取配当金 △83,699 △53,760

支払利息 5,465 3,951

固定資産売却損益（△は益） 275 221

固定資産除却損 10,815 3,562

売上債権の増減額（△は増加） △86,735 745,626

たな卸資産の増減額（△は増加） △379,649 171,460

仕入債務の増減額（△は減少） 744,130 △355,501

その他の資産の増減額（△は増加） △135,658 189,133

その他の負債の増減額（△は減少） 69,393 △4,327

その他 21,714 △182,830

小計 1,202,983 1,525,740

利息及び配当金の受取額 83,453 56,626

利息の支払額 △4,918 △3,823

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 288,809 △17,983

賃貸料の受取額 － 39,906

補償金の受取額 － 170,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,570,327 1,770,465

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 △2,600,000 △1,605,000

定期預金の払戻による収入 2,420,000 1,612,586

有形固定資産の取得による支出 △425,829 △236,561

有形固定資産の売却による収入 1,088 400

投資有価証券の取得による支出 △1,983 △2,021

無形固定資産の取得による支出 △3,021 △79,367

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 11,414 12,387

投資活動によるキャッシュ・フロー △598,332 △297,577

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 1,000,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △900,000 △900,000

長期借入金の返済による支出 △39,826 △23,160

自己株式の取得による支出 △1,806 △117

自己株式の売却による収入 237 －

配当金の支払額 △256,671 △250,048

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,066 △273,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 773,928 1,199,561

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,611 5,296,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,006,540 6,496,061



 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。 

  

  

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

  

 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〕

〔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



該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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