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 当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、生産や輸出等景気の一部に持ち直しの動きが見られるもの

の、昨年からの世界的な景気後退の影響は依然として続いており、企業収益の減少や設備投資の抑制、一段と悪化す

る雇用情勢等、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、民間設備投資の低迷や住宅着工数の減少等により、依然として厳しい

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２四半期連結累計期間の売上高は75億70百万円（前年同四半期比5.5％減）となりました。また、

利益面につきましては、売上高の減少や価格競争が厳しさを増したこと等の影響により、営業利益は60百万円（同

77.4％減）、経常利益は88百万円（同70.4％減）、四半期純利益は12百万円（同91.4％減）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、上半期に比べ下半期の割合が大きく、

また、販売費及び一般管理費の上半期・下半期の変動は小さいことから、下半期に利益が偏重する季節的変動があり

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、工場等の民間建築物件の減少等により、売上高は37億５百万円（前年同四半

期比8.9％減）、営業損失は56百万円（前年同四半期は営業損失13百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、大型物件の完成工事が計上されたことにより新設工事が増加し、売上高は36億円（前

年同四半期比1.1％増）となりましたが、価格競争が厳しさを増したことによる工事採算性の低下等により、営業

利益は１億６百万円（同59.0％減）となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、52億55百万円（同24.1％減）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、小型貫流蒸気ボイラーの更新案件が少なかったことにより、売上高は２億64

百万円（同31.4％減）となり、営業利益は10百万円（同53.0％減）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状態 

 当第２四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11億60百万円減少

し147億58百万円、負債の部は11億19百万円減少し66億92百万円、純資産の部は40百万円減少し80億66百万円となり

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、現金及び預金が７億69百万円、未成工事支出金が３

億44百万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、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19億98百万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１億９百万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、仕入債務であります支払手形及び買掛金が６億53百万円、未払法人税等が２億

17百万円、未成工事受入金が２億97百万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61百万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２四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、前連結会計

年度末と比べ２億64百万円増加し32億82百万円となりました。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６億13百万円（前年同四半期比31.9％増）となりました。収入の主な要因といたし

ましては、税金等調整前四半期純利益86百万円及び売上債権の減少額19億90百万円等であり、支出の主な要因といた

しましては、たな卸資産の増加額２億98百万円、仕入債務の減少額６億53百万円、未成工事受入金の減少額２億97百

万円及び法人税等の支払額２億74百万円等によるものであります。 

（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３億74百万円（前年同四半期比50.8％増）となりました。収入の主な要因といたし

ましては、定期預金の払戻による収入11億91百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、定期預金の預入に

よる支出14億99百万円等によるものであります。 

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



（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25百万円（前年同四半期は20百万円の使用）となりました。収入の主な要因といた

しましては、短期借入れによる収入４億75百万円であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済によ

る支出３億65百万円及び配当金の支払額73百万円等によるものであります。 

  

 平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年５月14日付「平成21年３月期決算短信」で公表いたし

ました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年10月26日に公表いたしました「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。  

  

①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

 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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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 3,991,399 3,222,053

受取手形及び売掛金 4,185,915 5,483,080

営業未収入金 1,220,529 1,921,943

有価証券 20,549 20,533

商品 294,931 351,665

未成工事支出金 1,551,816 1,207,348

原材料及び貯蔵品 23,188 12,872

繰延税金資産 141,069 148,605

その他 93,221 124,057

貸倒引当金 △33,350 △9,222

流動資産合計 11,489,270 12,482,937

固定資産   

有形固定資産 1,771,790 1,777,570

無形固定資産 54,615 57,029

投資その他の資産   

投資有価証券 603,780 575,776

その他 853,681 1,031,774

貸倒引当金 △14,197 △5,681

投資その他の資産合計 1,443,265 1,601,870

固定資産合計 3,269,671 3,436,470

資産合計 14,758,941 15,919,408



（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 4,108,076 4,761,939

短期借入金 1,285,960 1,176,020

未払法人税等 66,497 283,943

未成工事受入金 320,898 618,839

賞与引当金 259,469 234,149

役員賞与引当金 14,930 31,860

完成工事補償引当金 12,980 15,740

工事損失引当金 － 14,000

その他 185,789 242,098

流動負債合計 6,254,601 7,378,589

固定負債   

繰延税金負債 83,502 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 139,605 129,615

負ののれん 4,663 6,218

その他 59,233 63,307

固定負債合計 437,992 433,729

負債合計 6,692,594 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 7,160,565 7,221,734

自己株式 △7,070 △7,068

株主資本合計 8,277,894 8,339,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,661 53,260

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △324,802 △333,203

少数株主持分 113,255 101,226

純資産合計 8,066,347 8,107,088

負債純資産合計 14,758,941 15,919,408



（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 8,015,480 7,570,882

売上原価 6,497,962 6,258,909

売上総利益 1,517,518 1,311,973

販売費及び一般管理費 1,249,799 1,251,586

営業利益 267,718 60,386

営業外収益   

受取配当金 9,138 9,172

受取賃貸料 13,588 13,352

持分法による投資利益 5,995 4,393

その他 19,693 15,328

営業外収益合計 48,415 42,247

営業外費用   

支払利息 11,293 10,401

その他 6,283 3,858

営業外費用合計 17,577 14,260

経常利益 298,556 88,374

特別利益   

固定資産売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 11,722 －

特別利益合計 11,722 17

特別損失   

固定資産売却損 872 759

固定資産除却損 958 1,080

投資有価証券評価損 1,830 －

会員権評価損 2,150 －

特別損失合計 5,811 1,839

税金等調整前四半期純利益 304,468 86,552

法人税、住民税及び事業税 151,999 60,587

法人税等調整額 1,028 △43

法人税等合計 153,027 60,543

少数株主利益 2,504 13,223

四半期純利益 148,935 12,784



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,486,095 4,478,295

売上原価 3,689,925 3,741,859

売上総利益 796,170 736,435

販売費及び一般管理費 599,239 616,557

営業利益 196,930 119,878

営業外収益   

受取賃貸料 6,851 6,677

持分法による投資利益 6,747 4,481

その他 9,688 7,650

営業外収益合計 23,286 18,809

営業外費用   

支払利息 6,061 5,280

その他 2,071 1,691

営業外費用合計 8,132 6,971

経常利益 212,083 131,715

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 254

会員権評価損戻入益 － 335

貸倒引当金戻入額 1,227 －

特別利益合計 1,227 589

特別損失   

固定資産売却損 872 70

固定資産除却損 － 475

投資有価証券評価損 1,830 －

会員権評価損 410 －

特別損失合計 3,112 546

税金等調整前四半期純利益 210,198 131,759

法人税、住民税及び事業税 139,298 42,802

法人税等調整額 △41,355 21,470

法人税等合計 97,942 64,273

少数株主利益 2,505 11,779

四半期純利益 109,750 55,706



（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 304,468 86,552

減価償却費 35,102 45,310

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,247 32,643

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,730 25,320

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,240 △16,930

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △8,070 △2,760

工事損失引当金の増減額（△は減少） 39,600 △14,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,120 △1,189

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,195 9,990

受取利息及び受取配当金 △13,197 △13,369

支払利息 11,293 10,401

持分法による投資損益（△は益） △5,995 △4,393

売上債権の増減額（△は増加） 2,295,740 1,990,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,018,125 △298,325

その他の流動資産の増減額（△は増加） △28,704 －

仕入債務の増減額（△は減少） △943,600 △653,862

未成工事受入金の増減額（△は減少） 316,721 △297,941

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,970 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △93,251 △35,687

その他 11,097 22,778

小計 852,035 884,637

利息及び配当金の受取額 14,280 15,037

利息の支払額 △12,407 △11,854

法人税等の支払額 △389,107 △274,758

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,800 613,061

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 － △100,000

有価証券の売却による収入 － 100,000

定期預金の預入による支出 △422,816 △1,499,433

定期預金の払戻による収入 216,800 1,191,629

有形固定資産の取得による支出 △38,470 △40,308

その他 △3,549 △26,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,035 △374,160

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 △385,000 △365,000

配当金の支払額 △147,335 △73,707

その他 △3,587 △10,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,923 25,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,840 264,557

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 2,727,376 3,282,263



 該当事項はありません。 

  

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） 

（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）及び当第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）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）及び当第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）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 
 4,067,076  3,562,420  385,983  8,015,480  －  8,015,480

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 743  －  －  743  (743)  －

計  4,067,820  3,562,420  385,983  8,016,224  (743)  8,015,480

営業損益  △13,579  258,701  22,609  267,731  (13)  267,718

  
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 
 3,705,473  3,600,699  264,710  7,570,882  －  7,570,882

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 777  －  －  777  (777)  －

計  3,706,250  3,600,699  264,710  7,571,659  (777)  7,570,882

営業損益  △56,339  106,139  10,631  60,431  (44)  60,386

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） 

  

  

  

   

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 1,630,881  35.9 1,488,891 36.8 △8.7 

 弁類  1,110,052  24.4 984,792 24.3 △11.3 

 特機類  453,680  10.0 349,008 8.6 △23.1 

 その他商品  872,461  19.2 882,780 21.8 1.2 

小計  4,067,076  89.5 3,705,473 91.5 △8.9 

 工事事業           

 自動制御機器  89,221 2.0 82,059 2.0 △8.0 

 環境機器販売事業           

 環境関連機器類      385,983 8.5 264,710 6.5 △31.4 

合計  4,542,280 100.0 4,052,243 100.0 △10.8 

  

  

 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） 

  

  

  

   

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 3,521,365 50.8 1,860,481  35.4  △47.2 

  既設工事 2,043,699 29.5 2,063,431 39.3  1.0 

  保守工事 1,363,959 19.7 1,331,833 25.3  △2.4 

合計 6,929,025  100.0 5,255,745  100.0  △24.1 

 完成工事高           

  新設工事 1,401,548 40.3 1,783,871 50.7 27.3 

  既設工事 1,332,797 38.4 1,010,394 28.7  △24.2 

  保守工事 738,853 21.3 724,373 20.6  △2.0 

合計   3,473,199  100.0 3,518,639  100.0 1.3 

 繰越工事高           

  新設工事 4,710,887 68.9 3,799,632 62.0 △19.3 

  既設工事 1,428,322 20.9 1,653,375 27.0  15.8 

  保守工事 697,137 10.2 677,190 11.0  △2.9 

合計 6,836,346  100.0  6,130,198  100.0 △10.3 
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