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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 48,293 4.4 372 285.2 524 120.0 265 136.2
22年3月期第2四半期 46,273 △13.5 96 △80.9 238 △62.5 112 △69.2

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 30.52 ―

22年3月期第2四半期 12.92 ―

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 48,691 9,752 20.0 1,120.55
22年3月期 49,627 9,757 19.7 1,121.80

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,752百万円 22年3月期  9,757百万円

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 ― 10.00 ― 12.50 22.50
23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 25.00

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 100,000 3.8 1,200 92.5 1,500 64.5 800 62.2 91.97



(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レビュー手続きの対象外であります。なお、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財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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】２ページ「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 8,798,782株 22年3月期  8,798,782株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  95,022株 22年3月期  100,622株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,698,374株 22年3月期2Q 8,698,160株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の底打ち感から緩やかな回復基調が見られるようになり

ました。しかし、わが国の建設業界は、民間建設投資に回復が見られるものの、公共投資は大幅削減となり、建設

全体では、依然厳しい中で推移致しました。  

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定） 

このような経済状況のもと、連結ベースの売上高は 百万円（前年同四半期比＋7.3％）、売上総利益は

百万円（同＋12.2％）となりました。販売費及び一般管理費は 百万円（同△0.3％）で営業利益は 百

万円（同＋423.0％）、営業外損益は 百万円（同＋45.8％）計上でき、経常利益は 百万円（同＋252.0％）と

なりました。 

特別損益は、 百万円の計上に留まり、四半期純利益は 百万円（同＋311.6％）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて、 百万円減少（△1.9％）し、

百万円となりました。  

 これは主に、受取手形の減少等によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べて、 百万円減少（△2.3％）し、 百万円となりました。 

 これは主に、支払手形及び長期借入金の減少等によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、 百万円減少（△0.0％）し、 百万円となりました。 

 これは主に、その他有価証券評価差額金の減少等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では通期業績予想等につきまして、平成22年８月６日に発表した業績予想を修正せず、据え置いておりま

す。なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定です。 

  

（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  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

26,076

2,450 2,114 336

77 414

0 222

935

48,691

930 38,938

4 9,752

２．その他の情報
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③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定しております。 

④ 減損の兆候把握 

使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせる

ような意思決定がなされた場合又は経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合に減損の兆候がある

ものと判断しております。 

⑤ 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、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する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の適用 

税金費用の計算 

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。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

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。 

これにより、営業利益及び経常利益は 百万円、税金等調整前四半期純利益は 百万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円であります。 

  

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保証金の差入による支出」（前第２四半期連結累計期間

百万円）及び「敷金及び保証金の回収による収入」（前第２四半期連結累計期間 百万円）は、前第２四半期連

結累計期間では「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。   

  

0 27

28

△2

2
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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：百万円）

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 2,724 2,677

受取手形及び売掛金 22,827 24,106

商品 4,512 4,240

繰延税金資産 182 182

その他 1,652 1,236

貸倒引当金 △88 △63

流動資産合計 31,810 32,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,254 4,146

減価償却累計額 △1,998 △1,934

建物及び構築物（純額） 2,256 2,211

機械装置及び運搬具 158 138

減価償却累計額 △115 △108

機械装置及び運搬具（純額） 43 30

土地 6,666 6,666

その他 323 293

減価償却累計額 △204 △187

その他（純額） 118 106

有形固定資産合計 9,085 9,015

無形固定資産   

その他 229 175

無形固定資産合計 229 175

投資その他の資産   

投資有価証券 3,690 3,949

長期貸付金 855 1,178

破産更生債権等 438 187

保険積立金 2,370 2,436

敷金及び保証金 331 554

その他 556 556

貸倒引当金 △676 △807

投資その他の資産合計 7,566 8,056

固定資産合計 16,881 17,246

資産合計 48,691 49,627
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,617 20,308

短期借入金 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 1,121 1,155

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 244 175

預り金 58 54

賞与引当金 215 211

その他 522 428

流動負債合計 31,820 32,374

固定負債   

社債 140 160

長期借入金 4,203 4,489

繰延税金負債 845 956

再評価に係る繰延税金負債 457 457

退職給付引当金 496 484

役員退職慰労引当金 260 261

預り保証金 685 684

資産除去債務 28 －

その他 0 0

固定負債合計 7,117 7,494

負債合計 38,938 39,869

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 8,731 8,575

自己株式 △100 △106

株主資本合計 9,607 9,445

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △121 45

土地再評価差額金 266 266

評価・換算差額等合計 144 311

純資産合計 9,752 9,757

負債純資産合計 48,691 49,627
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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：百万円）

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 46,273 48,293

売上原価 41,992 43,712

売上総利益 4,281 4,581

販売費及び一般管理費 4,184 4,208

営業利益 96 372

営業外収益   

受取利息 61 69

受取配当金 17 20

仕入割引 228 243

賃貸収入 143 131

その他 52 37

営業外収益合計 502 502

営業外費用   

支払利息 91 98

売上割引 127 130

手形売却損 45 31

賃貸費用 46 44

貸倒引当金繰入額 18 14

その他 31 31

営業外費用合計 361 350

経常利益 238 524

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 1

役員退職慰労引当金戻入額 － 1

特別利益合計 0 2

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 0

固定資産除却損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

120周年記念事業費 － 1

投資有価証券評価損 6 －

投資有価証券売却損 0 －

その他 0 －

特別損失合計 7 30

税金等調整前四半期純利益 231 496

法人税等 118 230

少数株主損益調整前四半期純利益 － 265

四半期純利益 112 265
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 24,301 26,076

売上原価 22,116 23,625

売上総利益 2,184 2,450

販売費及び一般管理費 2,120 2,114

営業利益 64 336

営業外収益   

受取利息 35 37

受取配当金 3 3

仕入割引 119 132

賃貸収入 71 64

その他 17 20

営業外収益合計 246 259

営業外費用   

支払利息 47 48

売上割引 63 62

手形売却損 25 15

賃貸費用 22 23

貸倒引当金繰入額 18 14

その他 15 17

営業外費用合計 193 181

経常利益 117 414

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 0

120周年記念事業費 － 1

投資有価証券評価損 6 －

投資有価証券売却損 0 －

その他 0 －

特別損失合計 7 1

税金等調整前四半期純利益 110 415

法人税等 56 192

少数株主損益調整前四半期純利益 － 222

四半期純利益 54 222
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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 231 496

減価償却費 91 111

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △25 3

受取利息及び受取配当金 △78 △89

支払利息 91 98

手形売却損 45 31

売上債権の増減額（△は増加） △2,621 1,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △122 △271

仕入債務の増減額（△は減少） △1,247 △699

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

その他 △219 179

小計 △3,803 1,212

利息及び配当金の受取額 72 84

利息の支払額 △134 △132

法人税等の支払額 △32 △151

法人税等の還付額 166 29

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,730 1,041

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 △74 △152

投資有価証券の取得による支出 △330 △146

投資有価証券の売却及び償還による収入 30 29

保険積立金の積立による支出 △145 △80

保険積立金の解約による収入 24 147

短期貸付金の増減額（△は増加） △306 △551

長期貸付けによる支出 △1 △1

長期貸付金の回収による収入 57 62

敷金及び保証金の差入による支出 － △2

敷金及び保証金の回収による収入 － 226

その他 △49 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △795 △546

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 6,000 －

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △295 △619

社債の償還による支出 △100 △20

配当金の支払額 △129 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,474 △447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 947 46

現金及び現金同等物の期首残高 1,745 2,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,693 2,724
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該当事項はありません。 

  

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） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕 

該当事項はありません。 

  

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） 

（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。 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、取り扱う商品・サービスについて包括的に戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、商品・サービス別のセグメントから構成されており、「管材類（管材、継手

類、バルブ類、化成品類、工具関連機材）」、「衛生陶器・金具類」、「住宅設備機器類（給湯、厨房関連

等）」及び「空調・ポンプ」の４つを報告セグメントとしております。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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）  

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流受託、情報システ

ム及び太陽光発電機器等を含んでおります。また、セグメント別に把握することが困難な売上値引き

（ 百万円）を控除しております。 

２．販売費及び一般管理費をセグメント別に把握することが困難である為、セグメント利益は売上総利

益であります。 

  

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

   

   

報告セグメント  
その他 

(注)１ 
合計 

管材類 
衛生陶器・ 

金具類 

住宅設備 

機器類 
空調・ポンプ 計 

売上高   17,359  14,707  7,225  8,723   48,016   277   48,293

セグメント利益

(注)２ 
 1,963  1,296  557  675   4,493   88   4,581

78

（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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