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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 22,621 △9.9 2,134 △11.3 2,098 △15.0 1,184 △3.7

21年3月期 25,097 △7.7 2,404 △12.0 2,469 △13.9 1,229 △18.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 99.98 ― 4.6 6.0 9.4
21年3月期 80.66 ― 4.4 6.8 9.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 35,995 26,453 73.5 2,198.18
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  26,453百万円 21年3月期  25,350百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,219 △325 740 10,750
21年3月期 2,774 △460 △4,058 6,110

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00 529 49.6 2.0
22年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00 418 35.0 1.6

23年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 20.00 35.00 31.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

11,300 △0.4 1,040 △11.4 1,050 △11.0 610 △9.9 50.69

通期 23,150 2.3 2,310 8.2 2,330 11.1 1,350 14.0 112.18
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 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  3,971,163株 21年3月期  4,176,046株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 22,197 △10.4 2,033 △11.2 2,007 △18.0 1,136 △3.9

21年3月期 24,787 △7.3 2,289 △16.4 2,447 △14.8 1,183 △21.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 95.99 ―

21年3月期 77.66 ―

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 35,890 26,517 73.9 2,203.44
21年3月期 33,937 25,492 75.1 2,155.01

（参考） 自己資本 22年3月期  26,517百万円 21年3月期  25,492百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 
 なお、上記予想については添付資料の３ページを参照してください。 

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

第2四半期 
累計期間

11,120 0.5 1,030 △7.2 1,040 △7.5 610 △6.4 50.69

通期 22,800 2.7 2,280 12.1 2,300 14.6 1,340 17.9 111.35
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(1) 経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けの輸出の増加に支えられ、生産活動が持ち直し企業業績は好

転してまいりましたが、個人消費はエコポイント等の内需刺激策により一定の効果はあったものの、雇用・所得環

境の改善の遅れから低迷が続き、自律的な景気回復には至りませんでした。 

当社グループの属する給水装置業界におきましては、住宅ローン減税などの刺激策が実施されましたが、新設住

宅着工戸数の低迷は続き、特に貸家や分譲マンションへの住宅投資が冷え込み、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、会社指針（Quality，Safety & Originality）『品質は人格

であり、安全は協調であり、独創は改革である』に基づき、「きれいな水、安全な水、おいしい水」のご提供を実

現していくための事業活動を推進してまいりました。 

営業面におきましては、屋内配管用継手の新製品投入や暖房用パイプの販売強化などを積極的に実施してまいり

ました。新規分野である水道メータ事業におきましては、指定製造事業者（水道メーター第一類）の指定を受け、

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。また、生産面におきまして

は、生産工程の見直しを実施するとともに、固定費を含めたコスト削減を進めてまいりました。 

しかしながら、住宅市場の低迷による既存製品の販売低下と、価格面での競争激化から、売上高につきまして

は、226億21百万円と前年同期比9.9％の減収となりました。利益につきましては、主要原材料である銅価格の上昇

とも重なり、経常利益は20億98百万円と前年同期比15.0％の減益となりました。当期純利益は、前年に計上した株

価下落による投資有価証券の評価損もなく、11億84百万円と前年同期比3.7％の減益に止まりました。 

② 次連結会計年度の見通し 

 今後の見通しにつきましては、住宅着工戸数の動向、原材料価格の変動要因など、事業環境は引き続き厳しい

ものになると想定されます。 

 当社グループにおきましては、顧客ニーズに応じた新製品の開発を進めると共に、高水準な原材料価格にも対

応できる収益構造を構築し、製品を適正な販売価格でお客様に提案し、また、全社的な原価低減意識を持続させ

ていくことにより、収益の確保に努めてまいります。 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産は、359億95百万円となり前連結会計年度末に比べ19億１百万円増加いたしました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ28億38百万円増加し、238億22百万円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が13億24百万円、商品及び製品が９億21百万円減少したものの、現金及び預金が23億４百万円、有価

証券が28億50百万円増加したことなどによるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ９億36百万円減少し、121億72百万円となりました。これは主に、有形固定

資産が５億26百万円、投資有価証券が３億54百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７億98百万円増加し、95億41百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が２億85百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が10億４百万円減

少したものの、社債（１年内償還予定の社債を含む）が20億円増加したことなどによるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ11億３百万円増加し、264億53百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が６億68百万円増加し、自己株式が３億５百万円減少したことなどによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ46億39

百万円増加し、107億50百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ14億44百万円増加し、42億19百万円となりました。 

 この主な要因は、法人税等の支払額が８億20百万円であったものの、税金等調整前当期純利益が20億96百万円、

売上債権の減少が13億26百万円、たな卸資産の減少が10億47百万円であったことなどによるものであります。 

１．経営成績

－ 3 －

前澤給装工業㈱（6485）平成22年３月期決算短信

－ 3 －



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、前連結会計年度に比べ１億35百万円減少し、３億25百万円となりました。 

この主な要因は、有価証券の償還による収入が１億50百万円であったものの、定期預金の減少が１億63百万円、

有形固定資産の取得による支出が２億85百万円であったことなどによるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で獲得した資金は、前連結会計年度に比べ47億99百万円増加し、７億40百万円となりました。  

この主な要因は、長期借入金の返済による支出が10億４百万円であったものの、社債の発行による収入が19億54

百万円であったことなどによるものであります。  

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標の算出は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、営業

キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び

「利息の支払額」を用いております。 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 株主の皆様への利益還元を、経営の 重要施策として位置づけ、安定した利益配分を継続して実施することを基

本方針としております。 

 当期末の配当につきましては、１株につき20円の普通配当を実施させていただく予定であります。これにより、

年間配当金につきましては、中間配当金15円とあわせまして、35円となります。 

 次期につきましては、年間配当金35円を計画しております。 

 なお、内部留保につきまして、生産性の向上や原価削減を目的とした設備やシステムへの投資、並びに将来の新

規事業展開のための投資等に配分していく予定であります。 

(4) 事業等のリスク 

① 原材料市況の動向について 

 当社グループが取扱う製品の主要な原材料である銅を含む原材料の価格は、国際的な資源需給の変動の影響を

受けます。原材料価格の変動が販売価格に適正に反映されない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

② 販売価格の低下について 

 当社グループが属する事業環境は厳しい状況が続いております。販売価格低下の影響はコストダウンで吸収す

べく全社的に推進しておりますが、価格動向によっては経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

③ 取引先の信用リスクについて 

 当社グループが今後販売規模を拡大していく中で、景気後退等により重要な取引先が破綻した場合には、貸倒

引当金を大幅に超える貸倒損失が発生するなど、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 金融市場の変動について 

 当社グループは必要に応じて銀行借入や社債発行により資金を調達しております。金融市場が変動した場合、

支払利息が増加し、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  73.8  79.1  74.4  73.5

時価ベースの自己資本比率（％）  74.6  76.7  57.3  42.7

債務償還年数（年）  0.1  0.1  0.7  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  1,013.8  459.9  433.1  171.3
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⑤ 製造物責任について 

  当社グループは、製品の開発、製造及び販売により、潜在的な製造物責任を負う可能性があります。当該責任

によっては、重大な賠償責任を負うことも考えられ、それが経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑥ 生産の停滞、遅延等について 

 当社グループの生産拠点である工場において、自然災害、火災等の要因により、生産活動の停滞、遅延等が起

こった場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 情報処理システムについて 

 当社グループの生産、販売等にかかわる情報システムは、迅速な業務を遂行するために、ネットワークを利用

し構築されております。今後、大規模な地震や火災等の自然災害要因により、ネットワークを含めたシステムト

ラブル等が発生した場合、生産、販売業務等の停滞が考えられ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑧ 特許紛争について 

 当社グループが研究開発を行うにあたり、定期的な特許情報の分析等による他社の研究開発動向の調査を行っ

ておりますが、特許出願後の未公開時期等タイムラグがあるため、他社の特許に係る係争・当社製品の設計変

更・新たな設備投資等が発生する可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑨ 仕入先の経営について 

 当社グループの仕入先に関する情報を早期収集することに努めておりますが、景気後退等により、仕入先が破

綻した場合は、生産の遅延、停滞等により販売機会の喪失等当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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［事業系統図］ 

 
  

（注）※１ 非連結子会社で持分法非適用会社 

 ※ 給水装置とは、「道路に布設されている配水管から分かれて、各家庭に引き込まれている給水管、これに

取り付けてある分水栓、止水栓、量水器、給水栓（蛇口）などの器具」を指します。 

  

２．企業集団の状況

－ 6 －
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「QSO」（Quality, Safety & Originality）『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改

革である』という会社指針に基づき、より「きれいな水、安全な水、おいしい水」の供給に向けて、お客様のニーズ

を第一に考え、事業活動に取り組みます。 

 また、水道事業の一翼を担う企業として、「水道はライフラインの中心」であるという重要性を常に意識し、また

その社会的責任を果たし、地域社会の発展に貢献してまいります。 

(2) 中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 

  「売上高経常利益率10％以上確保」を重要な経営指標として位置づけ、その水準維持・向上に努めております。 

 また「ROA」（総資産純利益率）についても常に意識し、バランスの優れた事業ポートフォリオを構築することに

より、資産効率の向上を目指しております。 

(3) 会社の対処すべき課題 

 当社グループの対処すべき課題は以下のとおりであります。 

１. お客様に喜ばれる新製品の開発に経営資源を投入するとともに、製品を適正な販売価格でお客様にご提案してま 

いります。  

２. 原材料価格の変動による原価への影響を 小限に押えるため、生産の効率化を推進し、強固な収益構造を構築し

てまいります。 

３. 新規事業分野である水道メータ事業につきましては、指定製造事業者（水道メーター第一類）の指定を受け、量

産体制を構築してまいりましたが、さらなる販路の拡大に努め、安定した収益を確保してまいります。 

４．製造、販売等にかかわる各種のリスク管理体制を構築し、グループ全体の経営効率化を図ってまいります。 

５. コンプライアンス経営の充実と内部統制システムの定着などにより、適正な企業価値の評価および向上を実現し

てまいります。 

  

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

  

３．経営方針

－ 7 －
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,160 8,464

受取手形及び売掛金 10,038 8,714

有価証券 150 3,000

商品及び製品 3,550 2,629

仕掛品 64 48

原材料及び貯蔵品 684 653

繰延税金資産 219 175

その他 123 141

貸倒引当金 △7 △4

流動資産合計 20,983 23,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,907 7,935

減価償却累計額 △4,646 △4,850

建物及び構築物（純額） ※2  3,261 ※2  3,085

機械装置及び運搬具 7,727 7,731

減価償却累計額 △6,206 △6,465

機械装置及び運搬具（純額） 1,520 1,266

土地 ※2  5,030 ※2  5,030

建設仮勘定 11 39

その他 2,737 2,798

減価償却累計額 △2,383 △2,568

その他（純額） 354 230

有形固定資産合計 10,177 9,651

無形固定資産 187 139

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,741 ※1  1,386

長期貸付金 13 10

保険積立金 818 838

繰延税金資産 13 1

その他 194 169

貸倒引当金 △37 △25

投資その他の資産合計 2,745 2,381

固定資産合計 13,109 12,172

資産合計 34,093 35,995

－ 8 －
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,680 4,394

1年内償還予定の社債 － 400

1年内返済予定の長期借入金 ※2  546 ※2  1,045

未払法人税等 326 388

賞与引当金 217 203

役員賞与引当金 23 21

その他 689 662

流動負債合計 6,483 7,116

固定負債   

社債 － 1,600

長期借入金 ※2  1,503 ※2  －

繰延税金負債 13 68

退職給付引当金 642 654

役員退職慰労引当金 19 22

その他 80 79

固定負債合計 2,259 2,425

負債合計 8,742 9,541

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 24,224 24,893

自己株式 △6,221 △5,916

株主資本合計 25,072 26,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 415 515

為替換算調整勘定 △138 △108

評価・換算差額等合計 277 406

純資産合計 25,350 26,453

負債純資産合計 34,093 35,995
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 25,097 22,621

売上原価 17,228 15,263

売上総利益 7,868 7,358

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  5,463 ※1, ※2  5,224

営業利益 2,404 2,134

営業外収益   

受取利息 28 13

受取配当金 38 27

保険解約返戻金 86 0

スクラップ売却益 － 15

雑収入 29 22

営業外収益合計 182 79

営業外費用   

支払利息 4 25

社債発行費 － 45

売上割引 14 21

為替差損 91 18

自己株式取得手数料 7 －

雑損失 0 4

営業外費用合計 117 115

経常利益 2,469 2,098

特別利益   

前期損益修正益 ※3  21 ※3  －

投資有価証券売却益 － 2

主要株主株式短期売買利益返還益 － 8

特別利益合計 21 11

特別損失   

固定資産除却損 ※4  9 ※4  10

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 167 －

会員権評価損 － 2

解約金 ※5  0 ※5  －

特別損失合計 178 13

税金等調整前当期純利益 2,313 2,096

法人税、住民税及び事業税 961 854

法人税等調整額 121 57

法人税等合計 1,083 912

当期純利益 1,229 1,184

－ 10 －

前澤給装工業㈱（6485）平成22年３月期決算短信

－ 10 －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,358 3,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,358 3,358

資本剰余金   

前期末残高 3,711 3,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,711 3,711

利益剰余金   

前期末残高 23,540 24,224

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,229 1,184

自己株式の処分 － △42

当期変動額合計 683 668

当期末残高 24,224 24,893

自己株式   

前期末残高 △795 △6,221

当期変動額   

自己株式の取得 △5,425 △0

自己株式の処分 － 305

当期変動額合計 △5,425 305

当期末残高 △6,221 △5,916

株主資本合計   

前期末残高 29,814 25,072

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,229 1,184

自己株式の取得 △5,425 △0

自己株式の処分 － 263

当期変動額合計 △4,741 974

当期末残高 25,072 26,046
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 563 415

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147 99

当期変動額合計 △147 99

当期末残高 415 515

為替換算調整勘定   

前期末残高 68 △138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206 29

当期変動額合計 △206 29

当期末残高 △138 △108

評価・換算差額等合計   

前期末残高 632 277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △354 129

当期変動額合計 △354 129

当期末残高 277 406

純資産合計   

前期末残高 30,446 25,350

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,229 1,184

自己株式の取得 △5,425 △0

自己株式の処分 － 263

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △354 129

当期変動額合計 △5,096 1,103

当期末残高 25,350 26,453
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,313 2,096

減価償却費 966 849

投資有価証券評価損益（△は益） 167 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △13

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △14

受取利息及び受取配当金 △66 △40

支払利息 4 25

社債保証料 － 2

社債発行費 － 45

為替差損益（△は益） 91 18

売上債権の増減額（△は増加） 1,231 1,326

たな卸資産の増減額（△は増加） △111 1,047

仕入債務の増減額（△は減少） △744 △286

未払消費税等の増減額（△は減少） △56 58

その他 138 △95

小計 3,910 5,030

利息及び配当金の受取額 69 39

利息の支払額 △6 △24

社債保証料の支払額 － △5

法人税等の支払額 △1,199 △820

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,774 4,219

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 24 －

定期預金の純増減額（△は増加） － △163

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 △557 △285

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △27 △10

保険積立金の契約による支出 △36 △49

保険積立金の契約解約による収入 99 29

貸付けによる支出 △305 －

貸付金の回収による収入 303 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △460 △325
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 100 50

短期借入金の返済による支出 △100 △50

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △87 △1,004

社債の発行による収入 － 1,954

配当金の支払額 △545 △472

自己株式の取得による支出 △5,425 △0

自己株式の処分による収入 － 263

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,058 740

現金及び現金同等物に係る換算差額 △131 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,876 4,639

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期末残高 ※  6,110 ※  10,750
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 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

ＱＳＯインダストリアル株式会社 

前澤給装（南昌）有限公司 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

同 左 

  (2) 非連結子会社の名称等 

ＱＳＯサービス株式会社 

上記非連結子会社は、総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金が、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲から除

いております。  

(2) 非連結子会社の名称等 

同 左 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。 

なお、非連結子会社であるＱＳＯサー

ビス株式会社の当期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、持分法を適

用しておりません。 

同 左 

  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社のうち前澤給装（南昌）有

限公司については、12月31日が決算日で

あります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、当

該会社の決算日の財務諸表を使用してお

りますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整

を行なっております。 

 ＱＳＯインダストリアル株式会社の決

算日と連結決算日は一致しております。 

同 左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

イ．有価証券  

満期保有目的の債券 

償却原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

イ．有価証券  

満期保有目的の債券 

同 左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同 左 
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  ロ．たな卸資産 

商品・製品・原材料： 

主として月別総平均法に基づく

原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。 

ロ．たな卸資産 

商品・製品・原材料： 

主として月別総平均法に基づく

原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。 

  仕掛品：主としてロット単位の個別法

に基づく原価法 

なお、貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。 

仕掛品： 主としてロット単位の個別

法に基づく原価法 

なお、貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。 

   （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ172百万円減少しております。  

   

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ．有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：定率法及び定額法 

イ．有形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

建物：    同 左 

  その他：定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。  

その他：   同 左 

  

  （在外連結子会社） 

所在地国の会計基準規定に基づく 

定額法 

（在外連結子会社） 

同 左 

  ロ．無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

定額法 

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。また、ソフトウェア

（自社利用）については、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）によ

る定額法を採用しております。 

ロ．無形固定資産 

（当社および国内連結子会社） 

同 左 

  （在外連結子会社）  

所在地国の会計基準規定に基づく 

定額法 

（在外連結子会社）  

同 左 

  ハ．長期前払費用 

定額法 

なお、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。 

ハ．長期前払費用 

同 左 
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 イ．貸倒引当金 

売上債権、その他金銭債権の貸倒の

損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

イ．貸倒引当金 

同 左 

  ロ．賞与引当金 

 従業員に対して将来支給する賞与の

うち当連結会計年度の負担額を当連結

会計年度の費用に計上するため設定し

たものであり、支給見込額に基づいて

計上しております。 

ロ．賞与引当金 

同 左 

  ハ．役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度末における支給見込額の当連結

会計年度の期間負担額を計上しており

ます。 

ハ．役員賞与引当金 

同 左 

  ニ．退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、総合設立の厚生年

金基金については、当該年金基金への

拠出額を退職給付費用として計上して

おります。また、過去勤務債務は、発

生連結会計年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を費用処理

しております。数理計算上の差異は、

それぞれ発生年度の翌連結会計年度か

ら各連結会計年度の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を費用処

理しております。 

ニ．退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、総合設立の厚生年

金基金については、当該年金基金への

拠出額を退職給付費用として計上して

おります。また、過去勤務債務は、発

生連結会計年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を費用処理

しております。数理計算上の差異は、

それぞれ発生年度の翌連結会計年度か

ら各連結会計年度の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を費用処

理しております。 

  （追加情報） 

 当社は、確定給付型の制度として厚

生年金基金制度、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けておりました

が、平成21年４月に現行退職金制度を

ポイント制退職金制度に改定するとと

もに、適格退職年金制度を確定給付型

年金制度へ移行（平成21年１月労使合

意）し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号 平成14年１月31日）を適用

しております。 

 本移行に伴い、過去勤務債務が42百

万円発生し当連結会計年度から費用処

理しております。  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。  
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  ホ．役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社において、役員の

退職金の支払いに備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

ホ．役員退職慰労引当金 

同 左 

(4) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税及び地方消費税（消費税等）の処

理方法   

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。   

消費税及び地方消費税（消費税等）の処

理方法   

同 左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項   

連結子会社の資産及び負債の評価は全

面時価評価法によっております。  

同 左 

６．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲   

手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同 左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正）

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。   

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。 

────── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

3,226百万円、148百万円、1,010百万円であります。  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 従来、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて区

分掲記しておりました「定期預金の預入による支出」お

よび「定期預金の払戻による収入」は預入期間が短く、

かつ回転が早いため、当連結会計年度より「定期預金の

純増減額」として表示することに変更いたしました。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．投資有価証券のうち、非連結子会社に対するものは

次のとおりであります。 

※１．投資有価証券のうち、非連結子会社に対するものは

次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 30百万円 

合計 30百万円 

投資有価証券（株式） 30百万円 

合計 30百万円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

建物及び構築物 13 百万円 

土地 123 百万円 

合計 137 百万円 

建物及び構築物 12 百万円 

土地 123 百万円 

合計 136 百万円 

 上記は、１年内返済予定の長期借入金46百万円、長

期借入金45百万円の担保に供しております。 

 上記は、１年内返済予定の長期借入金 百万円の担

保に供しております。 

45

 ３．受取手形裏書譲渡高 9 百万円  ３．受取手形裏書譲渡高 12 百万円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。 

運送費 586 百万円 

従業員給与手当 1,475 百万円 

賞与引当金繰入額 141 百万円 

役員賞与引当金繰入額 23 百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 3 百万円 

貸倒引当金繰入額 5 百万円 

運送費 537 百万円 

従業員給与手当 1,444 百万円 

賞与引当金繰入額 132 百万円 

役員賞与引当金繰入額 21 百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 3 百万円 

※２．研究開発費の総額は419百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

※２．研究開発費の総額は 百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

407

※３．前期損益修正益の内容は次のとおりであります。 

過年度建物及び構築物減価償却費

過大計上 

18 百万円 

過年度無形固定資産減価償却費過

大計上 

3 百万円 

合計 21 百万円 

※３．       ────── 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2 百万円 

その他 7 百万円 

合計 9 百万円 

有形固定資産   

建物及び構築物 4 百万円 

機械装置及び運搬具 4 百万円 

その他 1 百万円 

無形固定資産 0 百万円 

合計 10 百万円 

※５．解約金は、リース解約に伴うものであります。 ※５．       ────── 
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,761千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加3,760千株、

単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  16,005  －  －  16,005

合計  16,005  －  －  16,005

自己株式         

普通株式  414  3,761  －  4,176

合計  414  3,761  －  4,176

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  311  20 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年11月10日 

取締役会 
普通株式  233  15 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  295 利益剰余金  25 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。また減少の205千株

は第三者割当による自己株式の処分であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  16,005  －  －  16,005

合計  16,005  －  －  16,005

自己株式         

普通株式  4,176  0  205  3,971

合計  4,176  0  205  3,971

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  295  25 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年11月５日 

取締役会 
普通株式  177  15 平成21年９月30日 平成21年12月４日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  240 利益剰余金  20 平成22年３月31日 平成22年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 6,160 百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △49 百万円 

現金及び現金同等物 6,110 百万円 

現金及び預金勘定 8,464 百万円 

有価証券に含まれる現金同等物 2,500 百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △214 百万円 

現金及び現金同等物 10,750 百万円 
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 4  2 2

有形固定資産 

「その他」 151  83 67

合計 155  85 70

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  4  3 1

有形固定資産 

「その他」  115  76 38

合計  120  80 40

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高相当額

が、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）         同 左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 29 百万円 

１年超 40 百万円 

合計 70 百万円 

１年内 22 百万円 

１年超 17 百万円 

合計 40 百万円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注）         同 左 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 52 百万円 

減価償却費相当額 52 百万円 

支払リース料 29 百万円 

減価償却費相当額 29 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年内 30 百万円 

１年超 24 百万円 

合計 55 百万円 

１年内 28 百万円 

１年超 18 百万円 

合計 46 百万円 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、流動性預金を確保しつつ、必要に応じて銀行借入や社債発行により調達しております。流動

性預金の一部は、安全な流動性の高い金融資産で運用しております。なお、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 受取手形及び売掛金は、販売先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、販売先ごとに与信

限度額を設定し、残高を管理しております。また、回収状況の継続的なモニタリング、与信限度額の定期的な見

直しなどを行い、業況等の悪化による回収懸念先の早期把握により当該信用リスクの軽減を図っております。 

 有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式が主でありますが、市場価格の変動リ

スクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握す

る体制としております。また、投資有価証券の保有については継続的に見直しを行っております。 

 支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しては、流動性預金の確保によ

り、リスクを軽減しております。また、連結海外子会社は、当社以外に販売先がないことから信用リスクはあり

ませんが、原材料等の輸入に伴う為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、同じ外貨建て

預金残高の範囲内に買掛金残高があるため、相殺状況にあります。 

 借入金は全額固定金利で調達しておりますが、社債は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、市場金利の動向等を勘案して対応することとしております。 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照）。 

（単位：百万円）

  

（注１）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

 これらの時価は、全て短期であるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。  

(2) 受取手形及び売掛金 

 これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によってお

ります。 

（金融商品関係）

  連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 現金及び預金  8,464  8,464  －

(2) 受取手形及び売掛金  8,714  8,714  －

(3) 有価証券及び投資有価証券 

① 満期保有目的の債券  500  501  1

② その他有価証券  3,780  3,780  －

資産計  21,459  21,460  1

(1) 支払手形及び買掛金  4,394  4,394  －

(2) １年内返済予定の長期借入金  1,045  1,045  －

(3) 未払法人税等  388  388  －

(4) その他（未払金）  564  564  －

(5) 社債  2,000  2,000  0

負債計  8,393  8,393  0

－ 24 －

前澤給装工業㈱（6485）平成22年３月期決算短信

－ 24 －



 また、有価証券に含む譲渡性預金について、これらの時価は短期間で決済されるため、帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価

証券関係」をご参照ください。 

  

負 債 

(1) 支払手形及び買掛金 

 これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) １年内返済予定の長期借入金 

 これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未払法人税等 

 これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) その他（未払金） 

 これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 社債 

 これらの時価は、市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割

り引いた現在価値により算定しております。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（単位：百万円）

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及

び投資有価証券②その他有価証券」には含めておりません。 

  

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円）

  

（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

なお、長期借入金については、全額１年内返済予定の長期借入金のため記載を省略しております。 

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式  106

  
１年以内 

１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金  8,464  －  －  －

受取手形及び売掛金  8,714  －  －  －

有価証券及び投資有価証券         

満期保有目的の債券 

 国債・地方債等  500  －  －  －

その他有価証券のうち満期があるもの 

 譲渡性預金  2,500  －  －  －

合 計  20,179  －  －  －

  
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

社 債  400  400  400  400  400  －
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 前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

   ２．その他有価証券で時価のある株式について、当連結会計年度において167百万円の減損処理を行っておりま

す。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  
４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  
連結貸借対照表計上

額（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
国債  500  502  1

合計  500  502  1

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上

額（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1)株式  191  892  701

(2)投資信託   67  69  1

小計  258  961  702

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1)株式  180  173  △6

小計  180  173  △6

合計  438  1,134  695

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

 1  －  0

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  76

債権流動化債券  150

合計  226

  １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円）

１．債券  

(1) 国債  －  500  －  －

(2) 社債  －  －  －  －

(3) その他  150  －  －  －

２．その他  －  －  －  －

 合計  150  500  －  －
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 当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．満期保有目的の債券 

２．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 76百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  種類 
連結貸借対照表計上

額（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等  500  501  1

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 500 501 1 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 － － － 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 － － － 

合計  500  501  1

  種類 
連結貸借対照表計上

額（百万円） 
取得原価（百万円） 差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1)株式 1,167  338 829

(2)投資信託  88  67 21

小計 1,256  405 850

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1)株式 24  26 △2

(2)譲渡性預金 2,500  2,500 －

小計 2,524  2,526 △2

合計 3,780  2,931 848

種類  売却額（百万円）
売却益の合計 

（百万円） 

売却損の合計 

（百万円） 

(1) 株式  9  2  －

(2) 債券 － － － 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計  9  2  －

（デリバティブ取引関係）
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２．退職給付債務に関する事項 

（退職給付関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の厚生年金基金制度、適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、適格

退職年金制度を平成21年４月に確定給付型年金制度（平

成21年１月労使合意）へ移行しました。各制度間の給付

割合といたしましては、退職金規程に基づく退職給付総

額の約70％は確定給付型年金制度から、約20％が厚生年

金基金（複数事業主制度である総合設立の全日本バルブ

厚生年金基金）の加算部分から、残額について当社が一

時金として、それぞれ給付しております。 

国内連結子会社は、確定給付型の退職一時金制度を設

けております。なお、退職給付債務の算出にあたり、簡

便法を採用しております。 

また、在外連結子会社は、退職金制度を採用しており

ません。 

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項は次のとおりであります。 

当社は、確定給付型の厚生年金基金制度、規約型企業

年金及び退職一時金制度を設けております。各制度間の

給付割合といたしましては、退職金規程に基づく退職給

付総額の約 ％は規約型企業年金制度から、約 ％が厚

生年金基金（複数事業主制度である総合設立の全日本バ

ルブ厚生年金基金）の加算部分から、残額について当社

が一時金として、それぞれ給付しております。 

国内連結子会社は、確定給付型の退職一時金制度を設

けております。なお、退職給付債務の算出にあたり、簡

便法を採用しております。 

また、在外連結子会社は、退職金制度を採用しており

ません。 

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項は次のとおりであります。 

70 20

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31

日現在)  

年金資産の額 16,415百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 19,214百万円 

差引額 △2,799百万円 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31

日現在)  

年金資産の額 13,006百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 19,516百万円 

差引額 △6,510百万円 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自

平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  8.19％ 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自

平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  7.96％ 

(3) 補足説明 

上記（1）の差引額の要因は、年金財政計算上の未

償却過去勤務債務残高1,573百万円、剰余金1,252百万

円、資産評価調整額2,477百万円であります。 

(3) 補足説明 

上記（1）の差引額の要因は、年金財政計算上の未

償却過去勤務債務残高 百万円、不足金 百万

円、資産評価調整額 百万円であります。 

1,613 2,938

1,958

項目 
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

(1) 退職給付債務   1,430 百万円   1,563 百万円 

(2) 年金資産   773     913   

 小計（(1)－(2)）   657     650   

(3) 未認識数理計算上の差異   △55     △27   

(4) 過去勤務債務未償却   39     31   

(5) 退職給付引当金   642     654   
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３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

退職給付費用     百万円     百万円 

(1) 勤務費用   94     130   

(2) 利息費用   27     18   

(3) 期待運用収益（減算）   △4     △4   

(4) 数理計算上の差異の費用処理額   △6     18   

(5) 拠出額の費用処理額   88     86   

(6) 過去勤務債務の費用処理額   △2     △8   

(7) 退職給付費用   195     240   

項目 
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

(1) 割引率（％） 1.5％ ％ 1.5

(2) 期待運用収益率（％） 0.6％ ％ 0.6

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同 左 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数  発生連結会計年度の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額を費用処理してお

ります。  

 発生連結会計年度の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額を費用処理してお

ります。  

(5) 数理計算上の差異の処理年数  それぞれ発生年度の翌連結会

計年度から各連結会計年度の従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。 

 それぞれ発生年度の翌連結会

計年度から各連結会計年度の従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（流動資産） （百万円）

賞与引当金 87

未払事業税 25

未払社会保険料 11

たな卸資産評価損 71

その他 22

流動繰延税金資産合計 219

流動繰延税金資産の純額 219

（固定資産）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 258

貸倒引当金損金算入限度超過額 14

有価証券評価損 25

会員権評価損 16

減損損失 34

その他 45

固定繰延税金資産小計 394

評価性引当額 △114

固定繰延税金資産合計 279

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 279

固定繰延税金負債合計 279

固定繰延税金負債の純額 0

（流動資産） （百万円）

賞与引当金 82

未払事業税 28

未払社会保険料 11

たな卸資産評価損 43

その他 10

流動繰延税金資産合計 175

流動繰延税金資産の純額 175

（固定資産）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 262

貸倒引当金損金算入限度超過額 8

有価証券評価損 25

会員権評価損 17

減損損失 34

その他 45

固定繰延税金資産小計 393

評価性引当額 △127

固定繰延税金資産合計 265

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 332

固定繰延税金負債合計 332

固定繰延税金負債の純額 66

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.4

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 0.4

評価性引当額増減 5.0

過年度法人税等 1.0

過年度法人税等調整額修正 △1.0

適用税率の差異 △0.9

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.7

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 1.5

評価性引当額増減 0.7

過年度法人税等 0.2

過年度法人税等調整額修正 0.0

適用税率の差異 △0.2

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも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。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも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。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報）   

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月

17日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

子会社等 

ＱＳＯサービス株式会社については、重要性がないため記載を省略しました。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

子会社等 

ＱＳＯサービス株式会社については、重要性がないため記載を省略しました。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）
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（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額      2,142円99銭

１株当たり当期純利益 80円66銭

１株当たり純資産額 円 銭2,198 18

１株当たり当期純利益 円 銭99 98

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式がないため記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,229  1,184

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,229  1,184

期中平均株式数（株）  15,239,784  11,845,233

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,519 7,849

受取手形 7,481 6,314

売掛金 2,513 2,344

有価証券 150 3,000

商品及び製品 3,505 2,607

仕掛品 26 33

原材料及び貯蔵品 651 583

前払費用 60 62

繰延税金資産 196 166

その他 65 67

貸倒引当金 △7 △4

流動資産合計 20,163 23,025

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,417 7,441

減価償却累計額 △4,364 △4,556

建物（純額） 3,053 2,885

構築物 259 259

減価償却累計額 △223 △229

構築物（純額） 35 29

機械及び装置 6,919 6,906

減価償却累計額 △5,860 △6,042

機械及び装置（純額） 1,058 864

車輌及び運搬具 19 15

減価償却累計額 △18 △14

車輌及び運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 2,652 2,710

減価償却累計額 △2,331 △2,507

工具、器具及び備品（純額） 321 203

土地 4,892 4,892

建設仮勘定 － 5

有形固定資産合計 9,362 8,880

無形固定資産   

ソフトウエア 163 117

その他 1 1

無形固定資産合計 164 118
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,695 1,336

関係会社株式 36 36

関係会社出資金 1,500 1,500

従業員長期貸付金 13 10

破産更生債権等 25 10

長期前払費用 12 6

保険積立金 818 837

その他 180 151

貸倒引当金 △36 △23

投資その他の資産合計 4,246 3,866

固定資産合計 13,773 12,865

資産合計 33,937 35,890

負債の部   

流動負債   

支払手形 531 163

買掛金 4,077 4,188

1年内償還予定の社債 － 400

1年内返済予定の長期借入金 499 1,000

未払金 511 545

未払費用 56 57

未払法人税等 323 383

預り金 17 16

前受収益 0 0

賞与引当金 213 199

役員賞与引当金 23 21

流動負債合計 6,253 6,975

固定負債   

社債 － 1,600

長期借入金 1,458 －

繰延税金負債 13 68

退職給付引当金 638 649

その他 80 79

固定負債合計 2,191 2,397

負債合計 8,444 9,373
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,358 3,358

資本剰余金   

資本準備金 3,711 3,711

資本剰余金合計 3,711 3,711

利益剰余金   

利益準備金 839 839

その他利益剰余金   

別途積立金 20,000 20,000

繰越利益剰余金 3,386 4,008

利益剰余金合計 24,226 24,847

自己株式 △6,221 △5,916

株主資本合計 25,074 26,001

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 417 515

評価・換算差額等合計 417 515

純資産合計 25,492 26,517

負債純資産合計 33,937 35,890

－ 35 －

前澤給装工業㈱（6485）平成22年３月期決算短信

－ 35 －



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 20,303 17,940

商品売上高 4,484 4,257

売上高合計 24,787 22,197

売上原価   

製品及び商品期首たな卸高 2,756 3,182

当期製品製造原価 13,974 10,833

当期商品仕入高 3,733 3,566

合計 20,463 17,582

製品及び商品期末たな卸高 3,182 2,399

他勘定振替高 ※1  90 ※1  85

売上原価合計 17,190 15,097

売上総利益 7,597 7,099

販売費及び一般管理費   

販売費 3,790 3,636

一般管理費 1,516 1,429

販売費及び一般管理費合計 ※2, ※3  5,307 ※2, ※3  5,066

営業利益 2,289 2,033

営業外収益   

受取利息 16 2

有価証券利息 9 5

受取配当金 37 26

保険解約返戻金 86 0

スクラップ売却益 － 15

雑収入 31 19

営業外収益合計 181 70

営業外費用   

支払利息 2 21

社債利息 － 2

社債発行費 － 45

売上割引 14 21

自己株式取得手数料 7 －

雑損失 0 4

営業外費用合計 23 95

経常利益 2,447 2,007

特別利益   

前期損益修正益 ※4  21 ※4  －

投資有価証券売却益 － 2

主要株主株式短期売買利益返還益 － 8

特別利益合計 21 11
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※5  9 ※5  10

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 166 －

会員権評価損 － 2

解約金 ※6  0 ※6  －

特別損失合計 177 13

税引前当期純利益 2,292 2,006

法人税、住民税及び事業税 921 835

法人税等調整額 186 33

法人税等合計 1,108 869

当期純利益 1,183 1,136
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 （脚注） 

  

【製造原価明細書】

    
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    10,005  71.9  7,319  68.3

Ⅱ 労務費 ※２  823  5.9  773  7.2

Ⅲ 経費 ※３  3,090  22.2  2,632  24.5

当期総製造費用    13,919  100.0  10,724  100.0

期首半製品仕掛品たな卸

高 
   404    349   

合計    14,323    11,074   

期末半製品仕掛品たな卸

高 
   349    241   

当期製品製造原価    13,974    10,833   

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 １．原価計算の方法  １．原価計算の方法 

 ロット単位の個別原価計算を採用しております。 

 なお、たな卸資産を標準価格等で計算し、原価差額

を調整しております。 

 ロット単位の個別原価計算を採用しております。 

 なお、たな卸資産を標準価格等で計算し、原価差額

を調整しております。 

 原価差額調整の内訳  原価差額調整の内訳 

売上原価 505 百万円 

製品 198   

半製品 20   

原材料 △100   

仕掛品 2   

計 626   

売上原価 1,071 百万円 

製品 155   

半製品 13   

原材料 49   

仕掛品 2   

計 1,291   

※２．労務費のうち、退職給付費用は53百万円、賞与引当

金繰入額は58百万円であります。 

※２．労務費のうち、退職給付費用は 百万円、賞与引当

金繰入額は 百万円であります。 

67

54

※３．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※３．経費のうち主なものは次のとおりであります。 

外注加工費 1,720 百万円 

減価償却費 585   

外注加工費 1,482 百万円 

減価償却費 495   
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,358 3,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,358 3,358

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,711 3,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,711 3,711

資本剰余金合計   

前期末残高 3,711 3,711

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,711 3,711

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 839 839

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 839 839

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 19,000 20,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 20,000 20,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,748 3,386

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 －

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,183 1,136

自己株式の処分 － △42

当期変動額合計 △361 621

当期末残高 3,386 4,008

利益剰余金合計   

前期末残高 23,588 24,226

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,183 1,136

自己株式の処分 － △42

当期変動額合計 638 621

当期末残高 24,226 24,847
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △795 △6,221

当期変動額   

自己株式の取得 △5,425 △0

自己株式の処分 － 305

当期変動額合計 △5,425 305

当期末残高 △6,221 △5,916

株主資本合計   

前期末残高 29,862 25,074

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,183 1,136

自己株式の取得 △5,425 △0

自己株式の処分 － 263

当期変動額合計 △4,787 926

当期末残高 25,074 26,001

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 563 417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145 97

当期変動額合計 △145 97

当期末残高 417 515

評価・換算差額等合計   

前期末残高 563 417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145 97

当期変動額合計 △145 97

当期末残高 417 515

純資産合計   

前期末残高 30,425 25,492

当期変動額   

剰余金の配当 △545 △473

当期純利益 1,183 1,136

自己株式の取得 △5,425 △0

自己株式の処分 － 263

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △145 97

当期変動額合計 △4,932 1,024

当期末残高 25,492 26,517
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

 償却原価法 

満期保有目的の債券 

同 左 

  子会社株式・出資金 

移動平均法に基づく原価法 

子会社株式・出資金 

同 左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法にて算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同 左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。 

商品・製品・原材料 

月別総平均法に基づく原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。 

  

  

仕掛品 

ロット単位の個別法に基づく原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。 

仕掛品 

ロット単位の個別法に基づく原価法 

 なお、貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定し

ております。 

  （会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。これにより、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、それぞれ172

百万円減少しております。 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

建 物：定率法及び定額法 

有形固定資産 

同 左  

  その他：定率法 

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。  

  

  無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については法人税法に

規定する方法と同一の基準によってお

ります。また、ソフトウェア(自社利

用)については、社内における見込利

用可能期間（５年）による定額法を採

用しております。 

無形固定資産 

同 左 

  

  長期前払費用 

定額法 

なお、償却年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

長期前払費用 

同 左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売上債権、その他の金銭債権の貸倒の

損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して将来支給する賞与のう

ち当事業年度負担額を当事業年度の費用

に計上するため設定したものであり、支

給見込額に基づいて計上しております。

(2) 賞与引当金 

同 左 

  (3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当事業年度

末における支給見込額の当事業年度の期

間負担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同 左 

  (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。なお、総合設立の厚生年金基金につ

いては、当該年金基金への拠出額を退職

給付費用として計上しております。ま

た、過去勤務債務は、発生事業年度の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した

額を費用処理しております。数理計算上

の差異は、それぞれ発生年度の翌事業年

度から各事業年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を費用処理して

おります。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。なお、総合設立の厚生年金基金につ

いては、当該年金基金への拠出額を退職

給付費用として計上しております。ま

た、過去勤務債務は、発生事業年度の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した

額を費用処理しております。数理計算上

の差異は、それぞれ発生年度の翌事業年

度から各事業年度の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額を費用処理して

おります。 

  （追加情報） 

 確定給付型の制度として厚生年金基金

制度、適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けておりましたが、平成21年４

月に現行退職金制度をポイント制退職金

制度に改定するとともに、適格退職年金

制度を確定給付型年金制度（平成21年１

月労使合意）へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号 平成14年１月31

日）を適用しております。 

 本移行に伴い、過去勤務債務が42百万

円発生し当事業年度から費用処理してお

ります。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 
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項目 
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

同 左 

重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。   

────── 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度に

おいて、「商品」、「製品」、「半製品」、「原材

料」、「貯蔵品」として掲記されていたものは、当事業

年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」と一括

掲載しております。なお、当事業年度に含まれる「商

品」、「製品」、「半製品」、「原材料」、「貯蔵品」

は、それぞれ109百万円、3,073百万円、323百万円、594

百万円、57百万円であります。  

────── 
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注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費 16 百万円 

固定資産 47 百万円 

その他 26 百万円 

合計 90 百万円 

販売費 16 百万円 

固定資産 36 百万円 

その他 32 百万円 

合計 85 百万円 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

費目   販売費   一般管理費 費目   販売費   一般管理費

  百万円   百万円

荷造費  131   －

運送費  580   0

従業員給与手当  1,143   266

福利厚生費  157   91

租税公課  27   54

リース料  323   22

交際費  45   16

減価償却費  114   96

退職給付費用  103   24

賞与引当金繰入額  112   25

役員賞与引当金 

繰入額 
 －
  

23

貸倒引当金繰入額   6   －

業務委託費  384   28

研究開発費  －   419

  百万円   百万円

荷造費  136   －

運送費  531   0

従業員給与手当  1,110   265

福利厚生費  153   77

租税公課  25   48

リース料  305   18

交際費  40   12

減価償却費  107   97

退職給付費用  127   25

賞与引当金繰入額  104   24

役員賞与引当金 

繰入額 
 －
  

21

業務委託費  359   27

研究開発費  －   407

 研究開発費の主な費目別内訳は減価償却費82百万

円、賞与引当金繰入額16百万円、従業員給与手当133

百万円、リース料６百万円及び試験材料費64百万円で

あります。 

 研究開発費の主な費目別内訳は減価償却費 百万

円、賞与引当金繰入額 百万円、従業員給与手当

百万円、リース料５百万円及び試験材料費 百万円で

あります。 

62

16 149

55

※３．研究開発費の総額は419百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

※３．研究開発費の総額は 百万円であり、全額一般管

理費に計上しております。 

407

※４．前期損益修正益の内容は次のとおりであります。 

過年度建物及び構築物減価償却費

過大計上 

18 百万円 

過年度無形固定資産減価償却費過

大計上 

3 百万円 

合計 21 百万円 

※４．       ────── 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置 2 百万円 

工具器具及び備品 7 百万円 

合計 9 百万円 

建物 4 百万円 

機械及び装置 4 百万円 

車輌及び運搬具 0 百万円 

工具器具及び備品 1 百万円 

ソフトウェア 0 百万円 

合計 10 百万円 

※６．解約金は、リース解約に伴うものであります。 ※６．       ────── 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,761千株は、取締役会決議による自己株式の買受けによる増加3,760千株、単

元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。また減少の205千株

は第三者割当による自己株式の処分であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 414 3,761  － 4,176

合計 414 3,761  － 4,176

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 4,176 0  205 3,971

合計 4,176 0  205 3,971
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（リース取引関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車輌及び運搬具 4  2 2

工具、器具及
び備品 151  83 67

合計 155  85 70

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車輌及び運搬具  4  3 1

工具、器具及
び備品  115  76 38

合計  120  80 40

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

（注）         同 左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 29 百万円 

１年超 40 百万円 

合計 70 百万円 

１年内 22 百万円 

１年超 17 百万円 

合計 40 百万円 

（注））未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）         同 左 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 52 百万円 

減価償却費相当額 52 百万円 

支払リース料 29 百万円 

減価償却費相当額 29 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同 左 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年内 30百万円 

１年超 24百万円 

合計 54百万円 

１年内 27百万円 

１年超 18百万円 

合計 45百万円 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式36百万円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（流動資産）  （百万円）

 賞与引当金 85

未払事業税 25

未払社会保険料 

たな卸資産評価損 

11

69

その他 4

流動繰延税金資産合計 196

流動繰延税金資産の純額 196

（固定資産）   

退職給付引当金 256

貸倒引当金損金算入限度超過額 14

有価証券評価損 25

会員権評価損 16

子会社株式評価損 46

減損損失 31

その他 37

固定繰延税金資産小計 428

評価性引当額 △160

固定繰延税金資産合計 267

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 281

固定繰延税金負債合計 281

 固定繰延税金負債の純額 13

（流動資産）  （百万円）

 賞与引当金 80

未払事業税 28

未払社会保険料 

たな卸資産評価損 

10

42

その他 4

流動繰延税金資産合計 166

流動繰延税金資産の純額 166

（固定資産）   

退職給付引当金 261

貸倒引当金損金算入限度超過額 7

有価証券評価損 25

会員権評価損 17

子会社株式評価損 46

減損損失 31

その他 35

固定繰延税金資産小計 425

評価性引当額 △161

固定繰延税金資産合計 264

（固定負債）   

その他有価証券評価差額金 332

固定繰延税金負債合計 332

 固定繰延税金負債の純額 68

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.6

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 0.4

評価性引当額増減     

過年度法人税等 

過年度法人税等調整額修正  

その他 

7.0

0.6

△0.6

△0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.4   

  （単位：％）

法定実効税率 40.2

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.5

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3

住民税均等割額 1.6

評価性引当額増減     

過年度法人税等 

その他 

0.0

0.1

0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2
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（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額      2,155円01銭

１株当たり当期純利益 77円66銭

１株当たり純資産額 円 銭2,203 44

１株当たり当期純利益 円 銭95 99

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

項目 
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,183  1,136

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,183  1,136

期中平均株式数（株）  15,239,784  11,845,233

（重要な後発事象）
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(1) 役員の異動（平成22年６月28日付予定） 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 執行役員生産本部福島工場長兼生産技術部長 村田秀明（現 執行役員生産本部生産技術部長） 

取締役 執行役員営業本部副本部長（東京駐在）兼東京営業所長 谷合祐一（現 執行役員営業本部副本部長

（東京駐在）兼東京営業所長） 

取締役 執行役員営業本部副本部長（大阪駐在）兼大阪営業所長 東川 浩（現 執行役員営業本部副本部長

（大阪駐在）兼大阪営業所長） 

・退任予定取締役 

常務取締役 生産本部長兼事業開発本部長 橋本 洋次 

  

(2) その他 

生産、受注及び販売の状況（連結） 

  

（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．当社は生産能力の表示が困難なため、その記載を省略しておりますので、生産能力に対する生産実績の比は算定しておりません。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（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、筺類などであります。 

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。 

６．その他

① 生産実績 （単位 百万円）

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

給水バルブ  9,926  7,984

継手  11,125  8,878

合計  21,051  16,862

② 商品仕入実績 （単位 百万円） 

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

樹脂配管材料  1,123  1,054

鋳鉄配管材料  609  612

その他  2,474  2,449

合計  4,207  4,116
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③ 受注状況 

 当社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、工事受注につきましては次のとおりであります。 

（注）１．数量表示は困難なため、その記載を省略しております。 

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（注）１．当社の製・商品及び工事は数量表示が困難なため、その記載を省略しております。 

２．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。 

３．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。 

４．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。 

５．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。 

６．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。 

７．金額は販売価格で表示しております。 

８．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  （単位 百万円）

  

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

受注高 期末受注残高 受注高 期末受注残高

建築工事  118  86  109  81

合計  118  86  109  81

④ 販売実績 （単位 百万円）

区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

製品     

給水バルブ  9,570  8,488

継手  10,115  9,108

小計  19,685  17,597

商品     

樹脂配管材料  1,287  1,183

鋳鉄配管材料  670  659

その他  3,303  3,066

小計  5,261  4,910

工事     

建築工事  150  113

小計  150  113

合計  25,097  22,621

－ 50 －
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 生産、受注及び販売の状況（個別）  

  

 （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．当社は生産能力の表示が困難なため、その記載を省略しておりますので、生産能力に対する生産実績の比は算定しておりません。 

５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

 当社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。 

  

 （注）１．当社の製・商品は数量表示が困難なため、その記載を省略しております。 

２．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。 

３．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。 

４．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。 

５．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。 

６．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。 

７．金額は販売価格で表示しております。 

８．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

① 生産実績 （単位 百万円）

区分 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

給水バルブ  9,926  7,984

継手  11,125  8,878

合計  21,051  16,862

③ 販売実績 （単位 百万円）

区分 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

製品     

給水バルブ  9,573  8,494

継手  10,729  9,445

小計  20,303  17,940

商品     

樹脂配管材料  1,292  1,189

鋳鉄配管材料  670  659

その他  2,521  2,408

小計  4,484  4,257

合計  24,787  22,197

－ 51 －
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