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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の景気刺激策やアジアを中心とした輸出の増加により、一

部の業種に持ち直しの兆しは見られたものの、民間設備投資は依然低調に推移し、雇用情勢や所得環境の悪化により

消費は低迷しデフレが進行するなど、景気は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、民間設備投資の減少や公共投資の抑制、住宅着工数の低迷など、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、積極的な営業活動を展開し、受注拡大と利益確保に努めて

まいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は115億61百万円（前年同四半期比7.9％減）となりました。また、

利益面につきましては、売上高の減少等により、営業利益は２億41百万円（同49.1％減）、経常利益は２億78百万円

（同46.1％減）、四半期純利益は１億５百万円（同58.5％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第４四半期に完成する工事の割合が大き

く、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、民間設備投資減少による価格競争の激化等により、売上高は56億20百万円

（前年同四半期比10.6％減）となり、営業損失は77百万円（前年同四半期は営業利益４百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、新設工事の売上高が増加したものの既設工事の売上高が減少したことにより、売上高

は55億83百万円（前年同四半期比2.3％減）となり、営業利益は３億９百万円（同29.9％減）となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、68億95百万円（同22.0％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３億56

百万円（同35.4％減）となり、営業利益は８百万円（同68.9％減）となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状態 

 当第３四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１億９百万円増加

し160億28百万円、負債の部は63百万円増加し78億75百万円、純資産の部は45百万円増加し81億52百万円となりまし

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８億93百万円、未成工事支出金が９

億34百万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16億24百万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、仕入債務であります支払手形及び買掛金が１億86百

万円、短期借入金が１億49百万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、未払法人税

等が２億21百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な増加要因といたしましては、利益剰余金が31百万円増加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３四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３億87百万円増加し34億４百万円となりました。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９億26百万円（前年同四半期比71.1％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２億72百万円、売上債権の減少額16億13百万円及び仕入債務の増加額１億86百

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８億97百万円及び法人税等の支払額３億20百

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６億円（同38.2％減）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17億２百万

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
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（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60百万円（前年同四半期は２百万円の取得）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６億90百万円であり、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５億40百万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10月26日に発表した公表数値に変更はありません。 

  

 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３四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、第２四半期連結会計期間末の

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３四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
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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：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 4,115,801 3,222,053

受取手形及び売掛金 4,412,478 5,483,080

営業未収入金 1,367,563 1,921,943

有価証券 20,555 20,533

商品 300,063 351,665

未成工事支出金 2,141,584 1,207,348

原材料及び貯蔵品 27,629 12,872

繰延税金資産 90,196 148,605

その他 106,025 124,057

貸倒引当金 △21,111 △9,222

流動資産合計 12,560,788 12,482,937

固定資産   

有形固定資産 1,770,831 1,777,570

無形固定資産 51,695 57,029

投資その他の資産   

投資有価証券 589,244 575,776

その他 1,073,986 1,031,774

貸倒引当金 △17,953 △5,681

投資その他の資産合計 1,645,278 1,601,870

固定資産合計 3,467,805 3,436,470

資産合計 16,028,594 15,919,408
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（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 4,948,530 4,761,939

短期借入金 1,325,790 1,176,020

未払法人税等 62,455 283,943

未成工事受入金 632,863 618,839

賞与引当金 154,688 234,149

役員賞与引当金 22,395 31,860

完成工事補償引当金 13,270 15,740

工事損失引当金 7,300 14,000

その他 269,522 242,098

流動負債合計 7,436,815 7,378,589

固定負債   

繰延税金負債 84,535 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 144,487 129,615

負ののれん 3,886 6,218

その他 55,100 63,307

固定負債合計 438,997 433,729

負債合計 7,875,813 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 7,253,183 7,221,734

自己株式 △7,070 △7,068

株主資本合計 8,370,512 8,339,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,926 53,260

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △331,537 △333,203

少数株主持分 113,805 101,226

純資産合計 8,152,780 8,107,088

負債純資産合計 16,028,594 15,919,408
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（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 12,556,539 11,561,068

売上原価 10,222,430 9,469,096

売上総利益 2,334,108 2,091,971

販売費及び一般管理費 1,859,454 1,850,345

営業利益 474,654 241,625

営業外収益   

受取配当金 13,079 13,172

受取賃貸料 21,367 20,005

持分法による投資利益 5,429 2,494

その他 27,901 21,529

営業外収益合計 67,778 57,201

営業外費用   

支払利息 16,793 15,203

その他 8,591 5,141

営業外費用合計 25,384 20,344

経常利益 517,048 278,482

特別利益   

固定資産売却益 － 53

投資有価証券売却益 － 1,965

貸倒引当金戻入額 11,271 －

特別利益合計 11,271 2,018

特別損失   

固定資産売却損 2,239 1,263

固定資産除却損 1,136 1,080

投資有価証券評価損 2,070 5,347

会員権評価損 7,442 570

特別損失合計 12,889 8,260

税金等調整前四半期純利益 515,430 272,241

法人税、住民税及び事業税 198,780 98,010

法人税等調整額 58,183 55,011

法人税等合計 256,964 153,022

少数株主利益 4,721 13,816

四半期純利益 253,745 105,402
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,541,059 3,990,185

売上原価 3,724,468 3,210,187

売上総利益 816,590 779,998

販売費及び一般管理費 610,106 607,242

営業利益 206,484 172,755

営業外収益   

受取配当金 3,940 4,000

受取賃貸料 7,779 6,652

その他 8,208 6,200

営業外収益合計 19,929 16,853

営業外費用   

支払利息 5,499 4,801

持分法による投資損失 565 1,899

その他 2,307 1,283

営業外費用合計 8,372 7,983

経常利益 218,040 181,625

特別利益   

固定資産売却益 － 35

投資有価証券売却益 － 1,965

貸倒引当金戻入額 － 8,482

特別利益合計 － 10,484

特別損失   

固定資産売却損 1,367 503

固定資産除却損 177 －

投資有価証券評価損 240 5,347

会員権評価損 5,292 570

特別損失合計 7,078 6,420

税金等調整前四半期純利益 210,962 185,688

法人税、住民税及び事業税 46,780 37,422

法人税等調整額 57,155 55,055

法人税等合計 103,936 92,478

少数株主利益 2,216 592

四半期純利益 104,809 92,617
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（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 515,430 272,241

減価償却費 54,017 69,223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,796 24,160

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,506 △79,461

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,620 △9,465

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △9,280 △2,470

工事損失引当金の増減額（△は減少） 19,700 △6,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,088 △17,921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,922 14,872

受取利息及び受取配当金 △19,561 △18,519

支払利息 16,793 15,203

投資有価証券評価損益（△は益） 2,070 5,347

会員権評価損 7,442 －

持分法による投資損益（△は益） △5,429 △2,494

売上債権の増減額（△は増加） 1,616,040 1,613,168

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,346,469 △897,435

仕入債務の増減額（△は減少） △198,407 186,591

未成工事受入金の増減額（△は減少） 609,649 14,024

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,715 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 53,065

その他 △36,180 9,459

小計 1,084,164 1,242,889

利息及び配当金の受取額 19,102 19,118

利息の支払額 △15,837 △14,908

法人税等の支払額 △545,606 △320,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,822 926,876

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 △1,129,768 △1,702,233

定期預金の払戻による収入 220,400 1,191,629

有形固定資産の取得による支出 △47,498 △60,561

その他 △15,761 △29,514

投資活動によるキャッシュ・フロー △972,627 △600,680

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 735,000 690,000

短期借入金の返済による支出 △580,000 △540,000

配当金の支払額 △147,772 △73,731

その他 △4,465 △15,299

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,762 60,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △428,042 387,165

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 2,103,493 3,404,870
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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）及び当第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）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）及び当第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）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 
 6,288,893  5,714,690  552,955  12,556,539  －  12,556,539

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,126  －  －  1,126  (1,126)  －

計  6,290,019  5,714,690  552,955  12,557,665  (1,126)  12,556,539

営業損益  4,181  441,934  28,534  474,650  3  474,654

  
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 
 5,620,383  5,583,734  356,950  11,561,068  －  11,561,068

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,202  －  －  1,202  (1,202)  －

計  5,621,586  5,583,734  356,950  11,562,271  (1,202)  11,561,068

営業損益  △77,229  309,989  8,883  241,643  (17)  241,625

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
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 (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） 

  

  

  

   

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  2,479,693  35.5  2,195,623  36.0  △11.5

 弁類  1,677,871  24.0  1,510,445  24.8  △10.0

 特機類  717,687  10.3  581,687  9.5  △18.9

 その他商品  1,413,640  20.3  1,332,626  21.8  △5.7

小計  6,288,893  90.1  5,620,383  92.1  △10.6

 工事事業           

 自動制御機器  139,429  2.0  126,332  2.1  △9.4

 環境機器販売事業           

 環境関連機器類   552,955  7.9  356,950  5.8  △35.4

合計  6,981,278  100.0  6,103,666  100.0  △12.6

  

  

 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） 

  

  

  

   

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  4,368,108  49.4  2,589,853  37.6  △40.7

  既設工事  3,012,118  34.1  2,867,470  41.6  △4.8

  保守工事  1,460,489  16.5  1,437,737  20.8  △1.6

合計  8,840,716  100.0  6,895,061  100.0  △22.0

 完成工事高           

  新設工事  2,242,999  40.2  2,435,652  44.6  8.6

  既設工事  2,208,237  39.6  1,913,329  35.1  △13.4

  保守工事  1,124,024  20.2  1,108,419  20.3  △1.4

合計  5,575,261  100.0  5,457,401  100.0  △2.1

 繰越工事高           

  新設工事  4,716,179  71.0  3,877,223  66.5  △17.8

  既設工事  1,521,301  22.9  1,554,479  26.7  2.2

  保守工事  408,496  6.1  399,049  6.8  △2.3

合計  6,645,976    100.0  5,830,751  100.0  △12.3
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