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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,236 13.9 420 ― 486 ― 234 ―

23年3月期第1四半期 4,599 △3.5 △22 ― 22 ― △193 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 226百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △370百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 15.49 ―

23年3月期第1四半期 △12.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 40,083 33,110 82.5
23年3月期 39,741 33,072 83.1

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  33,067百万円 23年3月期  33,029百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 10,000 2.5 420 173.4 470 128.5 240 ― 15.83
通期 20,300 0.1 780 △11.5 890 △12.1 460 54.6 30.34



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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Ｐ.２「１．当四半期決算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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,732,000 株 23年3月期 15,732,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 570,589 株 23年3月期 570,589 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,161,411 株 23年3月期1Q 15,161,426 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は３月11日の東日本大震災の甚大な被害に加え、福島第一原子

力発電所の事故による関東地方を中心とした計画停電の実施などで経済活動に大きな混乱が生じ、景気の先行き

は予断を許さない状況で推移しました。 

 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、公共事業費削減が実施

される一方で、住宅ローン減税や金利優遇措置など各種対策が奏効し、新設住宅着工戸数が堅調に推移しまし

た。 

 このような状況の中で当社グループは、生産体制の合理化・効率化を図り、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。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の仮設住宅向け資材需要の増加もあり、売上高

で前年同期比13.9%増の52億36百万円(前年同期45億99百万円)、営業利益４億20百万円（前年同期22百万円の損

失）、経常利益４億86百万円（前年同期22百万円）、四半期純利益２億34百万円（前年同期１億93百万円の損

失）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 

 政府の各種経済対策により、新設住宅着工戸数は前年同期並みに推移し、また、東日本大震災の仮設住宅向け

資材需要の増加もあり、売上高は46億84百万円（前年同期比21.0％増）、セグメント利益は、４億34百万円（前

年同期は35百万円の損失）となりました。 

②環境・住設関連分野 

 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が、大口受注生産品の売上

が減少した結果、売上高は５億55百万円（前年同期比23.5％減）となり、セグメント損失は、８百万円（前年同

期21百万円の利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、主として有価証券、投資有価証券が増加したことにより、前連結会計

年度末と比べ３億41百万円増加し、400億83百万円となりました。 

 負債は、主として支払手形及び買掛金が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ３億３百万円増加し、

69億73百万円となりました。 

 純資産は、主として利益剰余金が増加したことより前連結会計年度末と比べ37百万円増加し、331億10百万円と

なりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年４月28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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,843,242 9,376,791

受取手形及び売掛金 7,831,682 7,899,942

有価証券 2,150,897 2,351,368

商品及び製品 1,478,663 1,610,895

仕掛品 523,016 599,078

原材料及び貯蔵品 428,912 455,485

繰延税金資産 242,739 317,729

その他 479,337 560,702

貸倒引当金 △34,742 △25,780

流動資産合計 22,943,750 23,146,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,918,450 8,919,960

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,470,823 △4,537,086

建物及び構築物（純額） 4,447,626 4,382,873

機械装置及び運搬具 11,218,823 11,245,948

減価償却累計額 △9,898,814 △9,994,075

機械装置及び運搬具（純額） 1,320,009 1,251,873

工具、器具及び備品 17,293,523 17,307,082

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,798,621 △16,901,570

工具、器具及び備品（純額） 494,902 405,512

土地 4,408,993 4,408,993

建設仮勘定 － 50,000

有形固定資産合計 10,671,531 10,499,252

無形固定資産   

のれん 67,837 59,357

ソフトウエア 341,260 320,443

その他 16,312 16,259

無形固定資産合計 425,409 396,059

投資その他の資産   

投資有価証券 4,616,097 4,951,766

金銭の信託 492,564 491,409

その他 802,028 807,916

貸倒引当金 △209,479 △209,579

投資その他の資産合計 5,701,210 6,041,514

固定資産合計 16,798,152 16,936,826

資産合計 39,741,902 40,083,040



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,263,546 3,474,417

短期借入金 554,000 550,000

未払法人税等 448,182 344,248

賞与引当金 394,670 235,171

役員賞与引当金 44,600 9,000

災害損失引当金 15,000 15,000

その他 1,403,606 1,795,181

流動負債合計 6,123,605 6,423,019

固定負債   

繰延税金負債 146,805 135,053

退職給付引当金 131,902 147,340

資産除去債務 191,414 192,004

その他 75,580 75,608

固定負債合計 545,703 550,007

負債合計 6,669,308 6,973,027

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 23,632,413 23,677,734

自己株式 △650,637 △650,637

株主資本合計 32,732,466 32,777,787

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 296,816 289,711

その他の包括利益累計額合計 296,816 289,711

少数株主持分 43,311 42,514

純資産合計 33,072,593 33,110,013

負債純資産合計 39,741,902 40,083,040



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,599,000 5,236,265

売上原価 3,212,707 3,428,675

売上総利益 1,386,292 1,807,590

販売費及び一般管理費 1,408,355 1,387,397

営業利益又は営業損失（△） △22,062 420,193

営業外収益   

受取利息 1,142 2,314

受取配当金 24,121 28,831

受取賃貸料 22,352 22,188

貸倒引当金戻入額 － 6,942

その他 10,509 10,776

営業外収益合計 58,126 71,052

営業外費用   

支払利息 1,468 863

賃貸費用 3,447 3,302

支払手数料 8,498 512

貸倒引当金繰入額 50 100

その他 3 2

営業外費用合計 13,468 4,781

経常利益 22,596 486,464

特別利益   

固定資産売却益 25 －

貸倒引当金戻入額 997 －

特別利益合計 1,023 －

特別損失   

固定資産売却損 197 －

固定資産除却損 214 196

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 175,032 196

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△151,412 486,268

法人税、住民税及び事業税 9,946 334,146

法人税等調整額 33,329 △81,919

法人税等合計 43,276 252,226

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△194,689 234,041

少数株主損失（△） △1,279 △797

四半期純利益又は四半期純損失（△） △193,409 234,838



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△194,689 234,041

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △175,824 △7,104

その他の包括利益合計 △175,824 △7,104

四半期包括利益 △370,513 226,936

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △369,234 227,734

少数株主に係る四半期包括利益 △1,279 △797



 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：千円）

 （注）１．セグメント利益又は損失の調整額△8,479千円は、のれん償却額であります。 

    ２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

 １．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 

（単位：千円）

 （注）１．セグメント利益又は損失の調整額△6,619千円は、主にのれん償却額であります。 

    ２．セグメント利益又は損失の合計額は、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。 

  

 ２．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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
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 3,872,829 726,171 4,599,000  － 4,599,000

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － －  － －

計 3,872,829 726,171 4,599,000  － 4,599,000

セグメント利益又は損

失（△） 
△35,210 21,627 △13,583  △8,479 △22,062

  
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 4,684,602 551,662 5,236,265  － 5,236,265

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 3,892 3,892  △3,892 －

計 4,684,602 555,555 5,240,158  △3,892 5,236,265

セグメント利益又は損

失（△） 
434,924 △8,112 426,812  △6,619 420,193

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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