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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 15,058 △1.7 479 ― 573 230.4 62 △71.1

22年3月期第3四半期 15,313 △12.6 0 ― 173 13.9 216 ―

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 4.14 ―

22年3月期第3四半期 14.30 ―

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 38,761 32,699 84.2 2,153.79
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3四半期  32,654百万円 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3Q 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3Q 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3Q 15,161,416株 22年3月期3Q 15,161,478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におけるわが国経済は、緩やかに回復しつつありますが、海外経済の減速や円高

による影響などを受けて、企業収益や業況感は依然として不安定な状況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、引き続いて公共事業

費が削減される一方で、政府の住宅ローン減税や金利優遇措置など各種対策による効果が現れて、新設住宅着

工戸数が前年同期を上回っております。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、直近における原材料価格は安定的に推移しているも

のの、継続的な収益確保に向けての体質革命として、さらなる生産性向上と稼働率向上、経費削減なども含め

たコストダウンを徹底的に追求し、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

の拡販を図るため、専従チームにより、ハウスメーカーから地場ビルダーまで幅広い顧客の開拓に努めてまい

りました。さらに、営業拠点の移転・統合を行い、業務の効率化と経費削減を実行いたしました。 

また、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結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高で前年同期比

1.7%減の150億58百万円(前年同期153億13百万円)、営業利益4億79百万円（前年同期０百万円）、経常利益で前

年同期比230.4％増の５億73百万円（前年同期１億73百万円）、四半期純利益で前年同期比71.1％減の62百万円

（前年同期２億16百万円）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 

 政府の各種対策により、新設住宅着工戸数が前期を上回ってはいるものの、本格的な製品需要の回復にはな

らず、売上高は131億49百万円となり、セグメント利益は４億50百万円となりました。                        

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19億８百万円、セグメント利益は53百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産は、主としてたな卸資産の減少、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７億37百万円減少し、387億61百万円となりました。 

 負債は、主として支払手形及び買掛金の減少、および繰延税金負債の減少等により、前連結会計年度末と比

べ２億19百万円減少し、60億61百万円となりました。 

 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５億17百万円減少し、326億99

百万円となりました。 

  

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。）の残高は87億72百万円

となり、前年同四半期連結会計期間末と比べ19億30百万円（28.2％）の増加となりました。 

 当第３四半期連結累計期間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） 

 営業活動の結果得た資金は、14億85百万円となりました。当四半期連結累計期間は、たな卸資産の減少額が

増加したものの、主に、売上債権の増減額が減少額から増加額になったことにより、前年同四半期連結累計期

間と比べ５億20百万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、６億83百万円となりました。当四半期連結累計期間は、主に、定期預金の

預入による支出が増加したことや、有形固定資産の売却による収入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、６億95百万円の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、４億23百万円となりました。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、48百万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３四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 

  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5百万円減少、税金等調整前四半期純利益は１億39百万円減少し

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 10,236,872 9,647,500 

受取手形及び売掛金 8,018,489 7,577,923 

有価証券 759,132 758,641 

商品及び製品 1,325,803 2,055,771 

仕掛品 541,783 515,224 

原材料及び貯蔵品 455,217 455,442 

繰延税金資産 134,191 225,039 

その他 355,680 444,587 

貸倒引当金 △26,665 △16,959 

流動資産合計 21,800,505 21,663,170 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,904,986 8,724,135 

減価償却累計額 △4,416,024 － 

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） 4,488,961 4,598,394 

機械及び装置 11,007,238 11,023,266 

減価償却累計額 △9,614,001 △9,414,088 

機械及び装置（純額） 1,393,237 1,609,177 

工具、器具及び備品 17,263,266 17,445,104 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,724,987 △16,764,312 

工具、器具及び備品（純額） 538,279 680,791 

土地 4,408,993 4,408,993 

その他 229,489 248,680 

減価償却累計額 △195,102 △207,719 

その他（純額） 34,386 40,961 

有形固定資産合計 10,863,858 11,338,319 

無形固定資産   

のれん 76,316 101,755 

ソフトウエア 347,533 275,443 

その他 16,369 16,541 

無形固定資産合計 440,219 393,739 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,114,596 5,493,700 

その他 705,656 763,129 

貸倒引当金 △163,705 △153,636 

投資その他の資産合計 5,656,547 6,103,194 

固定資産合計 16,960,625 17,835,254 

資産合計 38,761,131 39,498,424 



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,584,545 3,845,814 

短期借入金 560,000 586,140 

未払法人税等 111,728 162,615 

賞与引当金 183,152 385,000 

役員賞与引当金 17,280 35,000 

その他 1,151,636 950,983 

流動負債合計 5,608,342 5,965,553 

固定負債   

長期借入金 － 4,000 

繰延税金負債 69,962 187,135 

退職給付引当金 116,146 66,733 

資産除去債務 191,270 － 

その他 75,552 57,785 

固定負債合計 452,932 315,654 

負債合計 6,061,275 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 23,397,544 23,713,874 

自己株式 △650,637 △650,620 

株主資本合計 32,497,597 32,813,944 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 156,940 361,690 

評価・換算差額等合計 156,940 361,690 

少数株主持分 45,317 41,582 

純資産合計 32,699,855 33,217,216 

負債純資産合計 38,761,131 39,498,424 



（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 15,313,028 15,058,371 

売上原価 10,895,634 10,334,729 

売上総利益 4,417,394 4,723,641 

販売費及び一般管理費 4,417,057 4,243,987 

営業利益 337 479,654 

営業外収益   

受取利息 24,231 9,151 

受取配当金 49,226 44,220 

受取賃貸料 67,014 66,368 

その他 53,958 33,600 

営業外収益合計 194,429 153,340 

営業外費用   

支払利息 5,747 3,889 

賃貸費用 7,659 9,989 

支払手数料 － 12,013 

投資事業組合運用損 － 33,887 

その他 7,877 113 

営業外費用合計 21,284 59,892 

経常利益 173,482 573,103 

特別利益   

固定資産売却益 72 171 

貸倒引当金戻入額 － 143 

受取補償金 170,000 － 

特別利益合計 170,072 314 

特別損失   

固定資産売却損 221 12,834 

固定資産除却損 4,589 36,011 

ゴルフ会員権評価損 2,019 － 

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 － 134,083 

減損損失 － 15,377 

賃貸借契約解約損 21,844 － 

特別損失合計 28,674 216,400 

税金等調整前四半期純利益 314,879 357,017 

法人税、住民税及び事業税 24,421 177,938 

法人税等調整額 81,527 112,637 

法人税等合計 105,949 290,576 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 66,441 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,940 3,735 

四半期純利益 216,870 62,705 



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,217,591 5,301,080 

売上原価 3,612,957 3,532,970 

売上総利益 1,604,633 1,768,110 

販売費及び一般管理費 1,524,847 1,442,057 

営業利益 79,786 326,053 

営業外収益   

受取利息 6,287 815 

受取配当金 13,409 13,918 

受取賃貸料 22,355 21,647 

その他 12,932 9,786 

営業外収益合計 54,985 46,167 

営業外費用   

支払利息 1,795 1,054 

賃貸費用 2,907 3,186 

その他 3,584 570 

営業外費用合計 8,287 4,811 

経常利益 126,484 367,408 

特別利益   

固定資産売却益 72 145 

貸倒引当金戻入額 － 143 

特別利益合計 72 288 

特別損失   

固定資産除却損 1,026 35,138 

ゴルフ会員権評価損 420 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － △22,444 

減損損失 － 15,377 

賃貸借契約解約損 21,844 － 

特別損失合計 23,290 28,071 

税金等調整前四半期純利益 103,267 339,626 

法人税、住民税及び事業税 7,146 73,146 

法人税等調整額 △51,788 73,690 

法人税等合計 △44,642 146,836 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 192,789 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,166 5,227 

四半期純利益 150,076 187,562 



（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 314,879 357,017 

減価償却費 1,197,073 985,369 

のれん償却額 25,438 25,438 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,979 19,775 

賞与引当金の増減額（△は減少） △198,000 △201,847 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17,280 △17,720 

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） 40,424 49,413 

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 － 134,083 

投資事業組合運用損益（△は益） － 33,887 

受取利息及び受取配当金 △73,457 △53,372 

支払利息 5,747 3,889 

固定資産売却損益（△は益） 149 12,663 

固定資産除却損 4,589 36,011 

減損損失 － 15,377 

売上債権の増減額（△は増加） 470,290 △425,009 

たな卸資産の増減額（△は増加） 280,683 703,633 

仕入債務の増減額（△は減少） △426,250 △184,813 

その他の資産の増減額（△は増加） 208,150 △9,680 

その他の負債の増減額（△は減少） 100,288 141,874 

その他 △160,468 △57,217 

小計 1,741,497 1,586,867 

利息及び配当金の受取額 75,975 55,495 

利息の支払額 △5,283 △3,133 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △35,681 △210,032 

賃貸料の受取額 59,354 56,300 

補償金の受取額 170,000 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,005,862 1,485,496 

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 △2,315,001 △2,829,008 

定期預金の払戻による収入 2,318,586 2,618,001 

有形固定資産の取得による支出 △343,351 △396,241 

有形固定資産の売却による収入 532,400 3,066 

無形固定資産の取得による支出 △148,383 △141,000 

投資有価証券の取得による支出 △10,332 △3,019 

その他 △21,952 64,753 

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,965 △683,447 



（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) 

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 1,150,000 2,050,000 

短期借入金の返済による支出 △1,150,000 △2,050,000 

長期借入金の返済による支出 △34,740 △30,140 

自己株式の取得による支出 △136 △17 

配当金の支払額 △436,836 △377,405 

その他 － △15,630 

財務活動によるキャッシュ・フロー △471,712 △423,193 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,546,115 378,855 

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 6,842,615 8,772,995 



  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） 

（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３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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  

 （固定資産に関する重要な減損損失）  

 「住環境改善製品分野」において固定資産の減損損失を計上しております。なお当該減損損失の計上金額は

 第３四半期連結会計期間においては15,377千円であります。 
  

 （追加情報） 

 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  13,149,511  1,908,860  15,058,371  －  15,058,371

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
 －  －  －  －  －

計   13,149,511  1,908,860  15,058,371  －  15,058,371

セグメント利益又は損
失(△)  

 450,099  53,577  503,676  △24,022  479,654

  
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  4,702,378  598,701  5,301,080  －  5,301,080

セグメント間の内部売
上高又は振替高  

 －  －  －  －  －

計   4,702,378  598,701  5,301,080  －  5,301,080

セグメント利益又は損

失(△)  
 302,711  31,371  334,082  △8,029  326,053

（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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