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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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３四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3四半期 15,313 △12.6 0 ― 173 13.9 216 ―

21年3月期第3四半期 17,523 ― △44 ― 152 ― △397 ―

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3四半期 14.30 ―

21年3月期第3四半期 △25.55 ―

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3四半期 38,870 33,070 85.0 2,178.30
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3四半期  33,026百万円 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  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

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3四半期 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3四半期  570,569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3四半期 15,161,478株 21年3月期第3四半期 15,548,161株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善などを背景に、一部の輸出や生産で増加してい

るものの、全体としては企業収益の改善とまでは至っておりません。したがって、雇用情勢や所得環境につきまして

も依然厳しい状況が続いており、本格的な景気回復が見えない状況で推移いたしました。 

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、引き続く公共投資削減にく

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、平成21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、依然として製品需要が停滞したため、その影響は回避しきれず、当第３四半期連結累計期間の業績

は、売上高で前年同期比12.6%減の153億13百万円（前年同期175億23百万円）、営業利益０百万円（前年同期44百万円

の損失）、経常利益１億73百万円（前年同期１億52百万円）となりました。なお、特別利益として受取補償金１億70

百万円を計上いたしましたことにより、四半期純利益は２億16百万円（前年同期３億97百万円の損失）となりまし

た。 

  

  

(1) 財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末の資産は、流動資産が５億27百万円増加したものの、有形固定資産の減価償却及

び売却等により16億44百万円減少したため、前連結会計年度末と比べ11億17百万円減少し、388億70百万円とな

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８億21百万

円減少し、58億円となりました。 

 純資産は、剰余金の配当により前連結会計年度末と比べ２億95百万円減少し、330億70百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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68億42百万円とな

り、前四半期連結会計期間末と比べ28億20百万円（70.1％）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３億14百万円、減価償却費11億97百万円、売上

債権の減少額４億70百万円、たな卸資産の減少額２億80百万円などの増加要因と、仕入債務の減少額４億26百万

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、20億５百万円（前年同四半期比６億67百円

増）となりました。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果得た資金は、主に、定期預金の払戻による収入23億18百万円、定期預金の預入による支出23億

15百万円、有形固定資産の売却による収入５億32百万円、有形固定資産の取得による支出３億43百万円、無形固

定資産の取得による支出１億48百万円により、11百万円（前年同四半期比90百万円増）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11億50百万円、短期借入金の返済による支出

11億50百万円、配当金の支払４億36百万円により４億71百万円（前年同四半期比１百万円減）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



  

平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年10月29日付「業績予想の修正に関するお知らせ」に

おいて公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 

※ 業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。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３四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

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３四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３四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、営業利益、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３四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３四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1,298,785

貸倒引当金繰入額  千円16,778

給料及び手当  千円1,065,364

賞与引当金繰入額  千円86,770

役員賞与引当金繰入額  千円17,280

その他  千円1,932,078

販売費及び一般管理費合計  千円4,417,057



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 8,094,174 6,552,538

受取手形及び売掛金 7,976,921 8,585,634

有価証券 758,442 757,548

商品及び製品 1,877,265 2,233,767

仕掛品 490,645 442,892

原材料及び貯蔵品 422,946 394,880

繰延税金資産 154,088 362,526

その他 324,530 375,583

貸倒引当金 △31,714 △165,214

流動資産合計 20,067,301 19,540,157

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,723,623 8,722,739

減価償却累計額 △4,040,718 △3,819,311

建物及び構築物（純額） 4,682,904 4,903,428

機械及び装置 11,014,193 11,013,647

減価償却累計額 △9,292,464 △8,921,161

機械及び装置（純額） 1,721,729 2,092,486

工具、器具及び備品 17,471,115 17,335,606

減価償却累計額 △16,740,265 △16,295,808

工具、器具及び備品（純額） 730,849 1,039,798

土地 4,408,993 4,940,720

その他 252,547 222,612

減価償却累計額 △204,554 △199,800

その他（純額） 47,992 22,812

有形固定資産合計 11,592,469 12,999,247

無形固定資産   

のれん 110,235 135,674

ソフトウエア 294,895 251,860

その他 16,598 16,770

無形固定資産合計 421,729 404,304

投資その他の資産   

投資有価証券 6,177,295 6,284,437

その他 765,126 773,414

貸倒引当金 △153,202 △13,722

投資その他の資産合計 6,789,219 7,044,130

固定資産合計 18,803,418 20,447,681

資産合計 38,870,719 39,987,839



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,752,284 4,184,209

短期借入金 591,720 596,320

未払法人税等 37,954 53,093

賞与引当金 193,000 391,000

役員賞与引当金 17,280 －

その他 1,014,074 970,378

流動負債合計 5,606,313 6,195,001

固定負債   

長期借入金 10,000 40,140

繰延税金負債 32,099 202,800

退職給付引当金 54,718 14,293

役員退職慰労引当金 － 71,300

その他 97,057 98,199

固定負債合計 193,874 426,733

負債合計 5,800,188 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 23,594,756 23,817,569

自己株式 △650,620 △650,483

株主資本合計 32,694,825 32,917,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 331,317 396,001

評価・換算差額等合計 331,317 396,001

少数株主持分 44,386 52,326

純資産合計 33,070,530 33,366,104

負債純資産合計 38,870,719 39,987,839



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 17,523,567 15,313,028

売上原価 13,035,528 10,895,634

売上総利益 4,488,039 4,417,394

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 1,429,598 －

貸倒引当金繰入額 89,800 －

給料及び手当 1,065,633 －

賞与引当金繰入額 85,670 －

その他 1,862,301 －

販売費及び一般管理費合計 4,533,003 4,417,057

営業利益又は営業損失（△） △44,963 337

営業外収益   

受取利息 50,681 24,231

受取配当金 55,963 49,226

受取保険金 14,344 32,463

受取賃貸料 56,409 67,014

その他 44,230 21,494

営業外収益合計 221,629 194,429

営業外費用   

支払利息 7,874 5,747

賃貸費用 9,037 7,659

その他 7,454 7,877

営業外費用合計 24,366 21,284

経常利益 152,299 173,482

特別利益   

固定資産売却益 330 72

投資有価証券売却益 154,067 －

貸倒引当金戻入額 3,157 －

受取補償金 － 170,000

特別利益合計 157,555 170,072

特別損失   

固定資産売却損 700 221

固定資産除却損 11,295 4,589

投資有価証券売却損 10 －

投資有価証券評価損 494,836 －

ゴルフ会員権評価損 4,713 2,019

賃貸借契約解約損 － 21,844

特別損失合計 511,556 28,674

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（△）

△201,701 314,879

法人税、住民税及び事業税 140,520 24,421

法人税等調整額 60,538 81,527

法人税等合計 201,058 105,949

少数株主損失（△） △5,577 △7,940

四半期純利益又は四半期純損失（△） △397,183 216,870



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△201,701 314,879

減価償却費 1,463,860 1,197,073

のれん償却額 25,438 25,438

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86,643 5,979

賞与引当金の増減額（△は減少） △191,500 △198,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 17,280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,600 △71,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,926 40,424

前払年金費用の増減額（△は増加） 18,760 －

投資有価証券評価損益（△は益） 494,836 －

投資有価証券売却損益（△は益） △154,056 －

受取利息及び受取配当金 △106,645 △73,457

支払利息 7,874 5,747

固定資産売却損益（△は益） △35 149

固定資産除却損 11,295 4,589

売上債権の増減額（△は増加） △583,657 470,290

たな卸資産の増減額（△は増加） △718,216 280,683

仕入債務の増減額（△は減少） 704,830 △426,250

その他の資産の増減額（△は増加） △76,092 208,150

その他の負債の増減額（△は減少） 161,110 100,288

その他 39,412 △160,468

小計 971,483 1,741,497

利息及び配当金の受取額 105,578 75,975

利息の支払額 △7,258 △5,283

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 268,762 △35,681

賃貸料の受取額 － 59,354

補償金の受取額 － 170,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,338,566 2,005,862

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 △3,600,000 △2,315,001

定期預金の払戻による収入 3,420,505 2,318,586

有形固定資産の取得による支出 △566,086 △343,351

有形固定資産の売却による収入 2,088 532,400

投資有価証券の取得による支出 △4,896 △10,332

投資有価証券の売却による収入 654,592 －

無形固定資産の取得による支出 △6,401 △148,383

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 21,441 △21,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,756 11,965



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 1,450,000 1,150,000

短期借入金の返済による支出 △1,350,000 △1,150,000

長期借入金の返済による支出 △59,743 △34,740

自己株式の取得による支出 △2,452 △136

自己株式の売却による収入 369 －

配当金の支払額 △508,664 △436,836

財務活動によるキャッシュ・フロー △470,489 △471,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 789,320 1,546,115

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 4,021,932 6,842,615



 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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