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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 10,745 △2.9 621 △1.2 673 6.7 397 △27.2
22年3月期第2四半期 11,064 △16.2 629 7.4 631 △1.4 545 △48.5

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

23年3月期第2四半期 24.21 23.85
22年3月期第2四半期 33.23 32.96

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

23年3月期第2四半期 19,065 10,080 52.7 612.04
22年3月期 19,720 9,918 50.2 602.71

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,039百万円 22年3月期  9,890百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 6.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 22,400 1.7 1,400 2.9 1,400 2.0 900 10.4 54.86



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了していません。 

※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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
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、業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期の連結業績等に関す
る定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 16,531,157株 22年3月期  16,531,157株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  127,114株 22年3月期  121,009株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 16,406,318株 22年3月期2Q  16,413,066株
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(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年９月30日)におけるわが国経済は、アジアを中心とした

外需に牽引され、緩やかな回復傾向が見られるものの、雇用・所得環境は依然として厳しく、円高・株安などの不

安要素も重なり、先行き不透明感が払拭されない状況にありました。 

 水栓業界におきましては、住宅ローン減税制度の拡充、住宅エコポイント制度などの政策支援もあり、新設住宅

着工戸数に持ち直しの兆しが見られましたが、力強さを欠き総じて低調に推移しました。 

 このようなもとで、当社グループは、水栓金具のトップメーカーをめざし、“変革のスピードアップと質の進

化”を着実に推し進めてまいりました。 

 商品面では、商品、サービスに対するお客様の選別が厳しさを増すなか、デザインや使いやすさで他社と差別化

したお客様視点での商品づくりに取り組むとともに、10月発売予定の防災設備市場向け停滞水防止継手を商品化い

たしました。 

 営業面では、消費者に近い販売店・水道工事店への川上営業を強化し、新規開拓および採算性を重視した受注活

動に努めるとともに、営業と開発の連携による水まわり周辺分野のニーズの把握・分析、より迅速にきめ細かなア

フターサービス体制づくりに取り組んでまいりました。 

 生産面では、ＫＰＳ(KVK Production System)活動を柱に、需要の変化に柔軟な対応ができる 適生産をめざ

し、組立工程の富加工場への集約化、外部委託倉庫の社内取り込みによる工場直接出荷体制づくりとそれに伴う受

注から出荷までの仕組みの再構築を推し進めるとともに、生産性・稼働率のアップ、仕入れコストの抜本的な見直

しなど工場の付加価値向上に注力してまいりました。 

 こうした諸施策の結果、当第２四半期の連結業績につきましては、予想以上に厳しい市況の影響から売上高は

107億45百万円(前年同期比2.9％減)となりました。損益面につきましては、原材料価格が高止まりするなか、グル

ープ一丸となって、在庫圧縮、経費の削減などコスト管理を徹底し、引き続き固定費・変動費の引下げに努め、営

業利益６億21百万円(前年同期比1.2％減)、経常利益６億73百万円(前年同期比6.7％増)となりました。四半期純利

益は、税効果会計の影響による法人税等の増加により３億97百万円(前年同期比27.2％減)となりました。 
  
(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 資産は、前連結会計年度末に比べて６億55百万円減少し、190億65百万円となりました。これは主に現金及び預

金が４億33百万円、原材料及び貯蔵品が１億24百万円、投資有価証券が50百万円減少したことによります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて８億17百万円減少し、89億85百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が２億92百万円、短期借入金が１億45百万円、長期借入金が２億80百万円減少したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて１億62百万円増加し、100億80百万円となりました。 

 なお、この結果、自己資本比率は52.7％となりました。  

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

４億33百万円減少し、12億87百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動による資金の増加は４億53百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を６億59百万

円、減価償却費を３億36百万円計上したこと及び、その他の資産が１億９百万円減少した一方で、仕入債務が１億

85百万円、その他の負債が1億52百万円減少し、法人税等の支払額が３億８百万円発生したことによるものです。

前年同期に比べ82百万円の減少となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動による資金の減少は３億26百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が３億５百

万円発生したことによります。前年同期に比べ１億52百万円の支出の増加となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動による資金の減少は５億32百万円となりました。これは主に短期借入金が１億20百万円減少し、長期借

入金の返済による支出が３億５百万円、配当金の支払が82百万円発生したことによります。前年同期に比べ６億55

百万円の減少となりました。  
  
(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、金融市場の動向、海外の経済状況など懸念材料も多く、依然厳しい事業環境が続

くものと予想されますが、グループ一丸となって、さらなるスピードアップと実行力で、前述いたしました取り組

み事項を着実に遂行し、継続して利益が出せる強固な企業体質づくりに努めてまいります。 

 なお、通期の業績予想につきましては、現時点において、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想を変更

しておりません。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。  

②特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用してお

ります。これに伴う損益に与える影響はありません。   

 当社は、土地の不動産賃借契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連す

る賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に

見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,287,881 1,721,749

受取手形及び売掛金 8,062,270 7,961,803

商品及び製品 884,252 964,029

仕掛品 637,509 565,430

原材料及び貯蔵品 1,302,405 1,426,760

その他 424,960 434,920

貸倒引当金 △83,990 △114,170

流動資産合計 12,515,290 12,960,523

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,801,595 1,823,863

土地 2,065,382 2,065,382

その他（純額） 2,056,089 2,099,833

有形固定資産合計 5,923,067 5,989,079

無形固定資産 132,529 146,507

投資その他の資産   

投資有価証券 208,270 258,753

その他 449,194 528,288

貸倒引当金 △162,507 △162,224

投資その他の資産合計 494,957 624,817

固定資産合計 6,550,554 6,760,404

資産合計 19,065,844 19,720,927

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,185,889 4,478,217

短期借入金 2,060,000 2,205,000

未払法人税等 279,531 330,198

その他 1,430,785 1,437,428

流動負債合計 7,956,206 8,450,844

固定負債   

長期借入金 380,000 660,000

退職給付引当金 248,418 245,160

負ののれん 160,646 193,884

その他 240,202 253,028

固定負債合計 1,029,268 1,352,072

負債合計 8,985,474 9,802,917
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,831,425 2,831,425

資本剰余金 2,999,825 2,999,825

利益剰余金 4,678,432 4,363,346

自己株式 △24,345 △22,820

株主資本合計 10,485,337 10,171,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,908 15,945

為替換算調整勘定 △429,438 △297,116

評価・換算差額等合計 △445,347 △281,171

新株予約権 40,379 27,406

純資産合計 10,080,369 9,918,010

負債純資産合計 19,065,844 19,720,927
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,064,197 10,745,330

売上原価 8,363,390 8,059,630

売上総利益 2,700,807 2,685,699

販売費及び一般管理費 2,071,729 2,064,482

営業利益 629,077 621,217

営業外収益   

受取利息 402 608

受取配当金 2,442 2,870

負ののれん償却額 33,237 33,237

為替差益 6,003 10,564

その他 37,423 41,015

営業外収益合計 79,509 88,296

営業外費用   

支払利息 57,193 17,682

売上割引 16,583 16,229

その他 3,545 2,152

営業外費用合計 77,322 36,065

経常利益 631,265 673,448

特別利益   

固定資産売却益 261 －

貸倒引当金戻入額 － 29,897

投資有価証券売却益 － 155

特別利益合計 261 30,052

特別損失   

固定資産売却損 523 394

固定資産除却損 30,198 44,045

特別損失合計 30,721 44,439

税金等調整前四半期純利益 600,804 659,062

法人税、住民税及び事業税 80,147 265,626

法人税等調整額 △24,667 △3,700

法人税等合計 55,479 261,925

少数株主損益調整前四半期純利益 － 397,136

四半期純利益 545,325 397,136
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 600,804 659,062

減価償却費 305,743 336,228

株式報酬費用 － 12,972

負ののれん償却額 △33,237 △33,237

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,476 3,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,136 △29,897

受取利息及び受取配当金 △3,444 △3,981

支払利息 73,777 33,912

為替差損益（△は益） 4,269 △11,610

投資有価証券売却損益（△は益） － △155

有形固定資産売却損益（△は益） 261 394

有形固定資産除却損 30,198 44,045

売上債権の増減額（△は増加） △150,516 △90,113

たな卸資産の増減額（△は増加） 811,196 99,943

仕入債務の増減額（△は減少） △442,144 △185,785

その他の資産の増減額（△は増加） △17,971 109,463

その他の負債の増減額（△は減少） △557,847 △152,428

小計 635,703 792,072

利息及び配当金の受取額 3,558 3,981

利息の支払額 △73,386 △33,819

法人税等の支払額 △30,100 △308,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 535,774 453,438

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △159,041 △305,214

有形固定資産の売却による収入 1,653 202

投資有価証券の取得による支出 △2,512 △2,606

投資有価証券の売却による収入 － 367

その他の支出 △13,761 △18,859

その他の収入 50 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,611 △326,111

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 780,000 △120,000

長期借入金の返済による支出 △490,000 △305,000

リース債務の返済による支出 △16,430 △24,054

自己株式の取得による支出 △405 △1,524

配当金の支払額 △162,839 △82,092

その他の収入 12,038 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,364 △532,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,403 △28,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443,123 △433,867

現金及び現金同等物の期首残高 1,085,704 1,721,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,528,828 1,287,881
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 該当事項はありません。   

  

 [事業の種類別セグメント情報]  

 前第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)  

  当社グループの事業内容は、給水栓・給排水金具・継手及び配管部材の製造・加工・仕入及び販売を主業務と

している専門メーカーであるため、事業の種類別セグメントの情報の記載を省略しております。 

  

 [所在地別セグメント情報] 

 前第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)  

  全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

 [海外売上高] 

 前第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)  

  海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 [セグメント情報] 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)  

  当社グループは、水栓金具専門メーカーとして、同一セグメントに属する水栓金具の製造、販売を行っている

ため、記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年 

３月27日)及び「セグメント情報等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20号) 平成20

年３月21日)を適用しております。 

  

 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

（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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