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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 9,757 △3.3 153 ― 205 337.7 △124 ―

22年3月期第2四半期 10,095 △11.9 △79 ― 46 ― 66 ―

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 △8.24 ―

22年3月期第2四半期 4.41 ―

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 38,682 32,663 84.3 2,151.72
22年3月期 39,498 33,217 84.0 2,188.16

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  32,623百万円 22年3月期  33,175百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
23年3月期 ― 12.50

23年3月期 
（予想）

― 12.50 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 20,690 1.6 750 165.0 830 93.6 370 10.1 24.40



(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を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後さまざまな要因により予想数値と異な
る可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は２ページ 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
報をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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 15,732,000株 22年3月期 15,732,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 570,589株 22年3月期 570,569株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,161,418株 22年3月期2Q 15,161,501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におけるわが国経済は、海外経済の減速や円高による影響などを背景に輸出を中

心として改善の動きが弱まっておりますが、全般的には企業収益や業況感は改善しており、雇用・所得環境の

厳しさは幾分和らぎ、個人消費は持ち直し基調で推移いたしました。 

当社グループの関連する上水道・下水道業界および住宅機器関連業界におきましては、引き続き公共事業費

が削減される一方で、住宅ローン減税や金利優遇措置など政府の各種対策により、新設住宅着工戸数が前年同

期比で増加いたしております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、直近での原材料価格は安定的に推移しているものの、

引き続き生産性向上と稼働率向上に努めるとともに、経費削減なども含めたさらなるコストダウンを実行いた

してまいりました。 

また、営業面におきましては、ビニヘッダーや基礎貫通スリーブなどの長期優良住宅向け排水システム部材

をはじめ、排水用吸気弁や雨水マスなどからなる住環境改善製品の重点的な拡販に努めてまいりました。 

さらに、本格的に市場へ参入した水環境システム分野におきましては、省エネルギー・環境配慮をテーマと

した「アジティス」の全国展開を果たすべく、積極的な営業活動を行ってまいりました。 

以上のような活動を展開してまいりましたが、本格的な製品需要の回復には及ばず、当第２四半期連結累計

期間の業績は、売上高で前年同期比3.3%減の97億57百万円(前年同期100億95百万円)、営業利益１億53百万円

（前年同期79百万円の損失）、経常利益で前年同期比337.7％増の２億５百万円（前年同期46百万円）、四半期

純損失124百万円（前年同期66百万円の利益）となりました。 

各セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①住環境改善製品分野 

 前年同期と比較して新設住宅着工戸数は増加しているものの、未だ本格的な製品需要の回復には及ばず、売

上高は84億47百万円となり、セグメント利益は１億47百万円となりました。                        

②環境・住設関連分野 

 大口受注生産品の売上は減少いたしましたが、コストダウンの推進により製造原価低減を図った結果、売上

高は13億10百万円、セグメント利益は22百万円となりました。 

  

（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の資産は、主として受取手形、たな卸資産の減少、および固定資産の減価償却

等により、前連結会計年度末と比べ８億16百万円減少し、386億82百万円となりました。 

 負債は、主として支払手形及び買掛金が減少したことにより前連結会計年度末と比べ２億62百万円減少し、

60億19百万円となりました。 

 純資産は、主として評価・換算差額等の減少により前連結会計年度末と比べ５億53百万円減少し、326億63百

万円となりました。 

  

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。）の残高は90億78百万円

となり、前年同四半期連結会計期間末と比べ25億82百万円（39.8％）の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得た資金は、12億６百万円となりました。当四半期連結累計期間は、主に、たな卸資産の減

少額が増加したものの、売上債権の減少額が減少したことにより、前年同四半期連結累計期間と比べ５億63百

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）  

 投資活動の結果支出した資金は、２億95百万円となりました。当四半期連結累計期間は、主に、有形固定資

産の取得による支出が減少したものの、無形固定資産の取得による支出の増加により、前年同四半期連結累計

期間と比べ、２百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、２億26百万円となりました。当四半期連結累計期間は、主に、配当金の支

払額が減少したことにより、前年同四半期連結累計期間と比べ、46百万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 

 通期の業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしました連結業績予想の現時点における修正

はございません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  また、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。 

  

 ② 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、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用して算定しております。 

  

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。 

    

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  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 

  当第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、経常利益がそれぞれ３百万円減少、税金等調整前四半期純利益は１億60百万円減少し

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２億13百万円であります。 

  

２．その他の情報



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 10,337,568 9,647,500 

受取手形及び売掛金 7,346,240 7,577,923 

有価証券 758,983 758,641 

商品及び製品 1,532,722 2,055,771 

仕掛品 500,952 515,224 

原材料及び貯蔵品 434,312 455,442 

繰延税金資産 215,624 225,039 

その他 369,513 444,587 

貸倒引当金 △20,315 △16,959 

流動資産合計 21,475,603 21,663,170 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,924,894 8,724,135 

減価償却累計額 △4,368,260 － 

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △4,125,740 

建物及び構築物（純額） 4,556,634 4,598,394 

機械及び装置 10,998,038 11,023,266 

減価償却累計額 △9,498,725 △9,414,088 

機械及び装置（純額） 1,499,313 1,609,177 

工具、器具及び備品 17,200,572 17,445,104 

減価償却累計額 △16,616,967 － 

減価償却累計額及び減損損失累計額 － △16,764,312 

工具、器具及び備品（純額） 583,605 680,791 

土地 4,408,993 4,408,993 

その他 248,680 248,680 

減価償却累計額 △211,182 △207,719 

その他（純額） 37,498 40,961 

有形固定資産合計 11,086,044 11,338,319 

無形固定資産   

のれん 84,796 101,755 

ソフトウエア 402,962 275,443 

その他 16,426 16,541 

無形固定資産合計 504,185 393,739 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,064,999 5,493,700 

その他 701,296 763,129 

貸倒引当金 △149,759 △153,636 

投資その他の資産合計 5,616,537 6,103,194 

固定資産合計 17,206,767 17,835,254 

資産合計 38,682,370 39,498,424 



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,401,246 3,845,814 

短期借入金 566,000 586,140 

未払法人税等 118,844 162,615 

賞与引当金 387,300 385,000 

役員賞与引当金 11,520 35,000 

その他 1,089,115 950,983 

流動負債合計 5,574,025 5,965,553 

固定負債   

長期借入金 － 4,000 

繰延税金負債 55,133 187,135 

退職給付引当金 100,258 66,733 

資産除去債務 212,981 － 

その他 76,710 57,785 

固定負債合計 445,083 315,654 

負債合計 6,019,108 6,281,208 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,387,300 3,387,300 

資本剰余金 6,363,390 6,363,390 

利益剰余金 23,399,500 23,713,874 

自己株式 △650,637 △650,620 

株主資本合計 32,499,553 32,813,944 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 123,618 361,690 

評価・換算差額等合計 123,618 361,690 

少数株主持分 40,090 41,582 

純資産合計 32,663,261 33,217,216 

負債純資産合計 38,682,370 39,498,424 



（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 10,095,436 9,757,291 

売上原価 7,282,676 6,801,759 

売上総利益 2,812,760 2,955,531 

販売費及び一般管理費 2,892,209 2,801,929 

営業利益又は営業損失（△） △79,449 153,601 

営業外収益   

受取利息 17,943 8,336 

受取配当金 35,816 30,301 

受取保険金 18,964 6,257 

受取賃貸料 44,658 44,720 

その他 22,061 17,557 

営業外収益合計 139,444 107,173 

営業外費用   

支払利息 3,951 2,834 

賃貸費用 4,752 6,802 

支払手数料 － 11,495 

投資事業組合運用損 － 33,887 

その他 4,293 60 

営業外費用合計 12,997 55,080 

経常利益 46,997 205,694 

特別利益   

固定資産売却益 － 25 

受取補償金 170,000 － 

特別利益合計 170,000 25 

特別損失   

固定資産売却損 221 12,834 

固定資産除却損 3,562 873 

ゴルフ会員権評価損 1,599 － 

環境対策費 － 18,093 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,528 

特別損失合計 5,384 188,328 

税金等調整前四半期純利益 211,612 17,391 

法人税、住民税及び事業税 17,275 104,792 

法人税等調整額 133,316 38,947 

法人税等合計 150,592 143,739 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △126,348 

少数株主損失（△） △5,773 △1,491 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66,793 △124,856 



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 5,327,711 5,158,290 

売上原価 3,730,788 3,589,052 

売上総利益 1,596,923 1,569,238 

販売費及び一般管理費 1,431,819 1,393,574 

営業利益 165,103 175,664 

営業外収益   

受取利息 10,617 7,193 

受取配当金 6,884 6,180 

受取保険金 16,775 6,257 

受取賃貸料 22,330 22,367 

その他 13,025 7,047 

営業外収益合計 69,634 49,046 

営業外費用   

支払利息 1,921 1,366 

賃貸費用 2,372 3,355 

投資事業組合運用損 － 33,887 

その他 3,699 3,003 

営業外費用合計 7,993 41,612 

経常利益 226,745 183,098 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △997 

受取補償金 170,000 － 

特別利益合計 170,000 △997 

特別損失   

固定資産売却損 221 12,637 

固定資産除却損 829 658 

ゴルフ会員権評価損 1,599 － 

特別損失合計 2,651 13,296 

税金等調整前四半期純利益 394,093 168,804 

法人税、住民税及び事業税 8,642 94,846 

法人税等調整額 194,804 5,617 

法人税等合計 203,447 100,463 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 68,340 

少数株主損失（△） △4,949 △212 

四半期純利益 195,596 68,553 



（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 211,612 17,391 

減価償却費 802,102 654,515 

のれん償却額 16,959 16,959 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,973 △520 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 2,300 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,520 △23,480 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,300 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,335 33,525 

環境対策費 － 18,093 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,528 

受取利息及び受取配当金 △53,760 △38,638 

支払利息 3,951 2,834 

固定資産売却損益（△は益） 221 12,808 

固定資産除却損 3,562 873 

売上債権の増減額（△は増加） 745,626 250,259 

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,460 558,451 

仕入債務の増減額（△は減少） △355,501 △365,624 

その他の資産の増減額（△は増加） 189,133 △28,264 

その他の負債の増減額（△は減少） △4,327 25,650 

その他 △182,830 △21,374 

小計 1,525,740 1,272,286 

利息及び配当金の受取額 56,626 40,590 

利息の支払額 △3,823 △2,135 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △17,983 △138,781 

賃貸料の受取額 39,906 34,806 

補償金の受取額 170,000 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,770,465 1,206,766 

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 △1,605,000 △1,618,005 

定期預金の払戻による収入 1,612,586 1,612,001 

有形固定資産の取得による支出 △236,561 △209,863 

有形固定資産の売却による収入 400 1,191 

無形固定資産の取得による支出 △79,367 △129,726 

投資有価証券の取得による支出 △2,021 △1,814 

その他 12,387 50,758 

投資活動によるキャッシュ・フロー △297,577 △295,459 

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 900,000 1,000,000 

短期借入金の返済による支出 △900,000 △1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △23,160 △24,140 

自己株式の取得による支出 △117 △17 

配当金の支払額 △250,048 △189,593 

その他 － △13,149 

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,326 △226,899 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,199,561 684,407 

現金及び現金同等物の期首残高 5,296,499 8,394,140 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,496,061 9,078,547 



  該当事項はありません。  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、住環境改善製品及び環境・住設関連製品の製造及び販売等について、本社に事業統括の本部を置き、

取り扱う製品によって当社及び当社の連結子会社別に各社が独立した経営単位として、事業展開しております。

従いまして、「住環境改善製品分野」及び「環境・住設関連分野」の２つを報告セグメントとしております。 

 「住環境改善製品分野」は、主に上下水道、環境機器関係の機材・機器の製造及び販売を行っており、「環

境・住設関連分野」は、住宅機器や、電気機械器具等の製造販売を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益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：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額は、主にのれんの償却額であります。 

   ２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 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） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額は、主にのれんの償却額であります。 

   ２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結累計期間より、「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

  
住環境改善製品

分野 

環境・住設関連

分野 
合計  

調整額 

（注）１  

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）２  

売上高        

外部顧客への売上高  8,447,132  1,310,158  9,757,291  －  9,757,291

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
 －  －  －  －  －

計   8,447,132  1,310,158  9,757,291  －  9,757,291

セグメント利益又は損

失(△)  
 147,387  22,206  169,594  △15,992  153,601

  
住環境改善製品

分野 

環境・住設関連

分野 
合計  

調整額 

（注）１  

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）２  

売上高        

外部顧客への売上高  4,574,303  583,987  5,158,290  －  5,158,290

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
 －  －  －  －  －

計   4,574,303  583,987  5,158,290  －  5,158,290

セグメント利益又は損
失(△)  

 182,597  579  183,177  △7,512  175,664

（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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