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

23年3月期第3四半期 16,674 0.9 1,164 12.4 1,243 19.2 735 15.1
22年3月期第3四半期 16,522 △16.7 1,036 7.0 1,042 11.4 638 △52.5

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3四半期 44.83 44.12
22年3月期第3四半期 38.93 38.57

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3四半期 19,686 10,297 52.1 625.29
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3四半期  10,257百万円 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 54.87



(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．３「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3Q 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3Q  127,314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3Q 16,405,519株 22年3月期3Q  16,412,972株
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(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年12月31日)におけるわが国経済は、新興国向け輸出の増

加や政府の経済刺激策などにより一部に景気回復の兆しが見られるものの、雇用・所得環境は依然として厳しく、

株価の低迷、急激な円高の進行、慢性的なデフレの影響が懸念されるなど先行き不透明感が払拭されない状況のま

ま推移しております。 

 水栓業界におきましては、ハウスメーカーのアジア展開が加速するなか、住宅ローン減税制度の拡充、住宅エコ

ポイント制度、住宅取得時における生前贈与の非課税限度枠の拡大などの住宅取得促進策が追い風となり、持家や

分譲を中心に新設住宅着工戸数に持ち直しの兆しが見られるようになりましたが、全体としては低調に推移しまし

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、お客様の価値観が多様化し、快適な暮らしへの要望がますます高まるなかで、お客様が抱えている

課題を的確に把握し、水栓金具の「床上の水まわり」から配管や継手の「床下の水まわり」まで「家一軒分の水ま

わり」の商品づくりに取り組んでおります。 

 営業面では、お客様との関係をより密にし、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、昨年10月に特定施設水道連結型スプリンクラー設備用停滞水

防止継手を発売し、防災設備市場へ新規参入いたしました。今までと違う商流を開拓することにより新たな需要の

掘り起しにつながっております。 

 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、昨年８月に組立工程、外部委託倉庫を富加工場へ集約し、工場直接出荷体制づくりに取り組んでおります。 

 また、受注から製造・調達・出荷までの仕組みの再構築を推し進め、生産性・稼働率のアップ、仕入れコストの

抜本的な見直しにつなげ工場の付加価値向上に注力してまいりました。 

 現在、大連工場については、生産拠点としてだけでなく、重要なマーケットとして捉え、中国向けの商品開発や

市場調査を進めております。 

 こうした諸施策の結果、当第３四半期の連結業績につきましては、売上高166億74百万円(前年同期比0.9％増)と

なりました。損益面につきましては、原材料価格が上昇傾向にあるなか、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11億64百万円(前年同期比

12.4％増)、経常利益12億43百万円(前年同期比19.2％増)となりました。四半期純利益は、前年同期に貸倒引当金

繰入額や減損損失が計上されたこともあり特別損益が好転し、７億35百万円(前年同期比15.1％増)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34百万円減少し、196億86百万円となりました。これは主に受取手形及び売

掛金が８億19百万円増加した一方で、現金及び預金が５億82百万円、原材料及び貯蔵品が１億82百万円、機械装置

及び運搬具が１億２百万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４億14百万円減少し、93億88百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が１億43百万円、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３億79百万円増加し、102億97百万円となりました。 

 なお、この結果、自己資本比率は52.1％となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

５億82百万円減少し、11億39百万円となりました。 

(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３億32百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を12億12百万

円、減価償却費を５億11百万円計上した一方で、売上債権が８億43百万円増加し、その他の負債が1億円減少及

び、法人税等の支払額が４億83百万円発生したことによるものです。前年同期に比べ６億26百万円の減少となりま

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５億48百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が５億35百

万円発生したことによります。前年同期に比べ２億77百万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３億32百万円となりました。これは主に短期借入金が１億80百万円増加した一方

で、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１億69百万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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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(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、緩やかな持ち直しが期待される一方、海外景気の下振れや為替レート・株価・素

材価格の変動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「挑

戦」「スピード」「柔軟性」で、前述いたしました各種の諸施策を着実に実行し、外部環境に影響を受けにくい筋

肉質な収益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)  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３四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。   

   

(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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,139,236 1,721,749

受取手形及び売掛金 8,781,182 7,961,803

商品及び製品 956,899 964,029

仕掛品 656,476 565,430

原材料及び貯蔵品 1,243,895 1,426,760

その他 533,397 434,920

貸倒引当金 △108,260 △114,170

流動資産合計 13,202,827 12,960,523

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,721,168 1,823,863

土地 2,065,382 2,065,382

その他（純額） 2,059,341 2,099,833

有形固定資産合計 5,845,892 5,989,079

無形固定資産 123,851 146,507

投資その他の資産   

投資有価証券 209,547 258,753

その他 448,331 528,288

貸倒引当金 △144,384 △162,224

投資その他の資産合計 513,494 624,817

固定資産合計 6,483,238 6,760,404

資産合計 19,686,066 19,720,927

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,334,311 4,478,217

短期借入金 2,360,000 2,205,000

未払法人税等 343,323 330,198

その他 1,339,539 1,437,428

流動負債合計 8,377,174 8,450,844

固定負債   

長期借入金 380,000 660,000

退職給付引当金 250,704 245,160

負ののれん 144,028 193,884

その他 236,577 253,028

固定負債合計 1,011,310 1,352,072

負債合計 9,388,484 9,802,917
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 4,918,389 4,363,346

自己株式 △24,398 △22,820

株主資本合計 10,725,241 10,171,775

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,681 15,945

為替換算調整勘定 △452,357 △297,116

評価・換算差額等合計 △468,039 △281,171

新株予約権 40,379 27,406

純資産合計 10,297,581 9,918,010

負債純資産合計 19,686,066 19,720,927
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 16,522,999 16,674,486

売上原価 12,316,843 12,334,888

売上総利益 4,206,155 4,339,597

販売費及び一般管理費 3,169,928 3,175,280

営業利益 1,036,226 1,164,316

営業外収益   

受取利息 534 716

受取配当金 3,713 4,346

負ののれん償却額 49,855 49,855

為替差益 － 4,895

その他 68,522 71,889

営業外収益合計 122,626 131,704

営業外費用   

支払利息 80,099 25,012

売上割引 24,967 24,192

為替差損 5,248 －

その他 5,699 3,317

営業外費用合計 116,014 52,522

経常利益 1,042,839 1,243,497

特別利益   

固定資産売却益 257 9,000

貸倒引当金戻入額 － 8,140

投資有価証券売却益 － 155

特別利益合計 257 17,296

特別損失   

固定資産売却損 523 478

固定資産除却損 38,266 47,352

貸倒引当金繰入額 154,400 －

減損損失 75,383 －

特別損失合計 268,574 47,831

税金等調整前四半期純利益 774,521 1,212,963

法人税、住民税及び事業税 97,013 494,988

法人税等調整額 38,512 △17,543

法人税等合計 135,525 477,445

少数株主損益調整前四半期純利益 － 735,517

四半期純利益 638,996 735,517
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 774,521 1,212,963

減価償却費 474,713 511,357

減損損失 75,383 －

株式報酬費用 － 12,972

負ののれん償却額 △49,855 △49,855

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,312 5,544

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155,694 △23,750

受取利息及び受取配当金 △5,115 △5,760

支払利息 105,067 49,205

為替差損益（△は益） 22,013 △10,174

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） 266 △8,521

有形固定資産除却損 38,266 47,352

売上債権の増減額（△は増加） △243,012 △843,222

たな卸資産の増減額（△は増加） 715,119 59,726

仕入債務の増減額（△は減少） △331,994 △13,139

その他の資産の増減額（△は増加） △234,996 14,784

その他の負債の増減額（△は減少） △427,579 △100,522

小計 1,086,805 858,803

利息及び配当金の受取額 5,371 5,760

利息の支払額 △104,544 △49,111

法人税等の支払額 △28,520 △483,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 959,111 332,154

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 △246,314 △535,889

有形固定資産の売却による収入 8,744 9,136

投資有価証券の取得による支出 △13,538 △3,506

投資有価証券の売却による収入 100 367

その他の支出 △20,316 △18,706

その他の収入 50 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,275 △548,599

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） 560,000 180,000

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 △27,728 △36,705

自己株式の取得による支出 △556 △1,577

配当金の支払額 △234,163 △169,322

その他の収入 12,038 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,408 △332,604

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,851 △33,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 478,575 △582,512

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 1,564,280 1,139,236
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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)  

  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、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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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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