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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） 

 

(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 17,321 △9.7 1,852 10.0 1,798 1.2 1,029 2.5
21年3月期第3四半期 19,187 ― 1,683 ― 1,777 ― 1,005 ―

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 87.06 ―

21年3月期第3四半期 64.59 ―

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 36,206 25,945 71.7 2,193.32
21年3月期 34,093 25,350 74.4 2,142.99

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  25,945百万円 21年3月期  25,350百万円

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 ― 15.00 ― 25.00 40.00
22年3月期 ― 15.00 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 35.00

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  
詳細は３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ください。 

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 22,730 △9.4 2,120 △11.8 2,080 △15.8 1,200 △2.4 101.44

－ 1 －



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３ページ定性的情報・財務諸表等４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績等
の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 16,005,600株 21年3月期  16,005,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,176,163株 21年3月期  4,176,046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 11,829,472株 21年3月期第3四半期 15,560,693株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国向けなどの輸出増に支えられ国内の生産活動は持ち直

してまいりましたが、雇用環境の改善の遅れから個人消費の動きは鈍く、デフレが進行するなど、厳しい環境と

なりました。 

当社グループの属する給水装置業界におきましては、貸家や分譲住宅を中心とした住宅への投資手控え感など

から、新設住宅着工戸数も低迷が続き、依然として厳しい事業環境となりました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、屋内配管用継手の新製品投入や暖房用パイプの販売などを

強化してまいりました。また水道メータ事業におきましては、量産体制を構築するとともに、販路拡大のための

営業活動を推進してまいりました。しかし、新設住宅着工戸数の低迷などが響き、屋内配管部材の既存製品など

の販売が低下し、売上高につきましては、173億21百万円と、前年同期比9.7％の減収となりました。収益につき

ましては、主要原材料である銅価格が前年同期間に比べ低下したことから材料調達負担が軽減し、また全社的な

コスト削減が進んだことなどから、経常利益は17億98百万円と、前年同期比1.2％の増益となりました。 

  

 当第３四半期連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ21億13百万円増加し、362億６百

万円となりました。このうち流動資産は前連結会計年度末に比べ30億22百万円増加し、240億６百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が１億89百万円、商品及び製品が７億47百万円減少したものの、現金及び

預金が36億62百万円、有価証券が３億50百万円増加したことなどによるものです。固定資産は前連結会計年度末

に比べ９億９百万円減少し、122億円となりました。これは主に、有形固定資産が４億17百万円、投資有価証券が

４億41百万円減少したことなどによるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ15億17百万円増加し、102億60百万円となりました。これは主

に、社債（１年内償還予定の社債を含む）が20億円増加し、長期借入金が３億67百万円減少したことなどによる

ものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５億95百万円増加し、259億45百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が５億56百万円増加したことなどによるものです。   

  

  

 最近の業績動向等を踏まえ、平成21年８月７日に公表いたしました平成22年３月期（平成21年４月１日～平成

22年３月31日）の通期の業績予想（連結・個別）を修正しております。詳細につきましては平成22年２月８日公

表の「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。 

  

  

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく 

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

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：百万円）

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 9,822 6,160

受取手形及び売掛金 9,848 10,038

有価証券 500 150

商品及び製品 2,803 3,550

仕掛品 87 64

原材料及び貯蔵品 745 684

繰延税金資産 99 219

その他 105 123

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 24,006 20,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,929 7,907

減価償却累計額 △4,796 △4,646

建物及び構築物（純額） 3,133 3,261

機械装置及び運搬具 7,737 7,727

減価償却累計額 △6,436 △6,206

機械装置及び運搬具（純額） 1,301 1,520

土地 5,030 5,030

建設仮勘定 35 11

その他 2,778 2,737

減価償却累計額 △2,518 △2,383

その他（純額） 259 354

有形固定資産合計 9,760 10,177

無形固定資産 146 187

投資その他の資産   

投資有価証券 1,299 1,741

長期貸付金 11 13

保険積立金 830 818

繰延税金資産 2 13

その他 174 194

貸倒引当金 △25 △37

投資その他の資産合計 2,293 2,745

固定資産合計 12,200 13,109

資産合計 36,206 34,093

－ 4 －
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（単位：百万円）

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 4,737 4,680

1年内償還予定の社債 400 －

1年内返済予定の長期借入金 546 546

未払法人税等 163 326

賞与引当金 68 217

役員賞与引当金 20 23

その他 798 689

流動負債合計 6,734 6,483

固定負債   

社債 1,600 －

長期借入金 1,135 1,503

繰延税金負債 34 13

退職給付引当金 652 642

役員退職慰労引当金 21 19

その他 81 80

固定負債合計 3,526 2,259

負債合計 10,260 8,742

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,358 3,358

資本剰余金 3,711 3,711

利益剰余金 24,781 24,224

自己株式 △6,221 △6,221

株主資本合計 25,629 25,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 456 415

為替換算調整勘定 △139 △138

評価・換算差額等合計 316 277

純資産合計 25,945 25,350

負債純資産合計 36,206 34,093

－ 5 －
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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：百万円）

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 19,187 17,321

売上原価 13,362 11,516

売上総利益 5,824 5,805

販売費及び一般管理費 4,141 3,953

営業利益 1,683 1,852

営業外収益   

受取利息 12 2

有価証券利息 6 4

受取配当金 38 27

為替差益 11 －

保険解約返戻金 18 －

雑収入 20 25

営業外収益合計 108 59

営業外費用   

支払利息 1 18

売上割引 11 15

為替差損 － 32

社債発行費 － 45

雑損失 1 0

営業外費用合計 14 112

経常利益 1,777 1,798

特別利益   

前期損益修正益 21 －

主要株主株式短期売買利益返還益 － 8

特別利益合計 21 8

特別損失   

固定資産除却損 2 6

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 0 －

解約金 0 －

会員権評価損 － 0

特別損失合計 4 7

税金等調整前四半期純利益 1,794 1,799

法人税、住民税及び事業税 784 635

法人税等調整額 4 133

法人税等合計 789 769

四半期純利益 1,005 1,029

－ 6 －
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 6,598 5,973

売上原価 4,541 3,977

売上総利益 2,056 1,996

販売費及び一般管理費 1,388 1,318

営業利益 668 677

営業外収益   

受取利息 2 0

有価証券利息 2 0

受取配当金 14 10

保険解約返戻金 18 －

雑収入 6 8

営業外収益合計 44 21

営業外費用   

支払利息 0 5

売上割引 4 6

為替差損 1 21

社債発行費 － 45

雑損失 1 0

営業外費用合計 8 79

経常利益 704 618

特別利益   

前期損益修正益 21 －

特別利益合計 21 －

特別損失   

固定資産除却損 2 0

解約金 0 －

会員権評価損 － 0

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純利益 723 617

法人税、住民税及び事業税 251 173

法人税等調整額 63 91

法人税等合計 315 264

四半期純利益 408 353

－ 7 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,794 1,799

減価償却費 718 621

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △157 △149

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △12

受取利息及び受取配当金 △57 △34

支払利息 1 18

社債保証料 － 0

社債発行費 － 45

為替差損益（△は益） △11 32

売上債権の増減額（△は増加） △158 189

たな卸資産の増減額（△は増加） △461 735

仕入債務の増減額（△は減少） 1,480 57

未払消費税等の増減額（△は減少） △62 60

その他 259 64

小計 3,412 3,436

利息及び配当金の受取額 57 34

利息の支払額 △1 △17

社債保証料の支払額 － △5

法人税等の支払額 △1,171 △824

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,298 2,623

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 － △198

定期預金の払戻による収入 30 －

有価証券の取得による支出 △150 －

有価証券の償還による収入 700 150

投資有価証券の取得による支出 △513 －

投資有価証券の売却による収入 1 －

有形固定資産の取得による支出 △353 △184

無形固定資産の取得による支出 △26 △9

保険積立金の積立による支出 △5 △41

保険積立金の解約による収入 － 29

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 2 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △319 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △34 △367

社債の発行による収入 － 1,954

配当金の支払額 △544 △472

自己株式の取得による支出 △239 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △818 1,114

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,174 3,464

現金及び現金同等物の期首残高 7,986 6,110

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,161 9,574

－ 8 －
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 該当事項はありません。 

  

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）及び前第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） 

 当社グループは水道用給水装置機材器具関連の製造・販売のみを行っており、単一セグメントに該当するため

記載を省略しております。 

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）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） 

 当社グループは水道用給水装置機材器具関連の製造・販売のみを行っており、単一セグメントに該当するため

記載を省略しております。 

  

  

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）及び前第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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグ 

メント情報の記載を省略しております。 

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）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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグ 

メント情報の記載を省略しております。 

  

  

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）及び前第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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

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）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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

 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
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(1) 生産実績 

  当第３四半期連結累計期間の水道用給水装置機材器具の生産実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

（注）１．給水バルブとはサドル付分水栓、止水栓、小型空気弁などであります。 

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手など

であります。 

３．金額は販売価格で表示しております。 

４．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

  

(2) 商品仕入実績 

 当第３四半期連結累計期間の水道用給水装置機材器具の商品仕入実績を各品目別に示すと、次のとおりでありま

す。 

（注）１．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

２．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。 

３．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

４．金額は仕入価格で表示しております。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注状況 

 当社グループ製品は需要予測に基づいて見込生産により行っており、受注生産は行っておりません。 

 なお、当第３四半期連結累計期間の水道用給水装置機材器具の工事受注は次のとおりであります。 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

品目別 

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） 

前年同四半期比（％） 

給水バルブ   （百万円）  6,070  △21.1

継手      （百万円）  6,813  △23.1

合計      （百万円）  12,883  △22.1

品目別 

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） 

前年同四半期比（％） 

樹脂配管材料  （百万円）  802  △8.0

鋳鉄配管材料  （百万円）  447  △6.5

その他     （百万円）  1,835  △5.5

合計      （百万円）  3,085  △6.3

品目別  受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

建築工事    90  3.4    97  △16.6

 合計    90  3.4    97  △16.6
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(4) 販売実績 

当第３四半期連結累計期間の水道用給水装置機材器具の販売実績を各品目別に示すと、次のとおりであります。

（注）１．給水バルブとはサドル付分水栓、止水栓、小型空気弁などであります。 

２．継手とは青銅継手（ＫＭＰ継手、ろくろ継手など）、ステンレス継手（ＭＳＪ継手）、各都市型継手など

であります。 

３．樹脂配管材料とは塩ビ管、塩ビ管継手、ポリエチレン管などであります。 

４．鋳鉄配管材料とは上水仕切弁、消火栓、筐類などであります。 

５．その他とは他社製給水バルブ及び継手類などであります。 

６．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

７．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

品目別 

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） 

前年同四半期比（％） 

製品     

給水バルブ  （百万円）  6,524  △11.0

継手     （百万円）  7,025  △9.8

小計     （百万円）  13,549  △10.4

商品     

樹脂配管材料 （百万円）  908  △9.6

鋳鉄配管材料 （百万円）  486  △6.7

その他    （百万円）  2,296  △6.3

小計     （百万円）  3,692  △7.2

工事     

建築工事   （百万円）  79  △10.1

合計     （百万円）  17,321  △9.7

相手先 

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） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

渡辺パイプ㈱  2,160  11.3  1,717  9.9
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