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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,883 △6.7 339 △19.2 424 △12.8 239 1.9
24年3月期第1四半期 5,236 13.9 420 ― 486 ― 234 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 136百万円 （△40.0％） 24年3月期第1四半期 226百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 15.78 ―

24年3月期第1四半期 15.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 40,282 33,636 83.4
24年3月期 40,408 33,689 83.2

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  33,579百万円 24年3月期  33,635百万円

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

24年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 10,400 △0.6 530 △38.9 620 △36.3 330 △38.2 21.77
通期 21,200 0.8 1,250 △19.8 1,420 △20.6 720 △26.0 47.49



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.２「２.サマリー情報（注記
事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 15,732,000 株 24年3月期 15,732,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 570,609 株 24年3月期 570,589 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,161,394 株 24年3月期1Q 15,161,411 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、復興関連需要等を背景に、緩やかに持ち直す傾向にあり

ましたが、欧州債務問題に伴う海外経済の低迷や円高、株安の定着などにより、依然として先行き不透明な状

況が続きました。 

  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、「復興支援・住宅エ

コポイント」制度の影響などもあり、新設住宅着工戸数は堅調に推移いたしました。一方、東日本大震災後の

仮設住宅建設はほぼ終了したため、その資材需要もほぼ無くなりました。 

  このような状況の中で当社グループは、引き続き生産体制の合理化・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、売上高48億83百万円(前年同期比6.7％減)、営業利益３億39

百万円（同19.2％減）、経常利益４億24百万円（同12.8％減）、四半期純利益２億39百万円（同1.9％増）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堅調に推移しました。一方、東日本大震災後の仮設住宅向

け資材需要はほぼ無くなり、その結果、売上高43億44百万円(前年同期比7.3％減)、セグメント利益３億29百万

円（同24.3％減）となりました。 

②環境・住設関連分野 

  円高の影響で一部大口受注の減少があったものの、昨年、震災の影響で減少していた受注の回復もあり、売

上高は５億70百万円（前年同期比2.7％増）となりました。また、引き続き、経費削減を含めたコストダウンを

追求いたしました結果、セグメント利益22百万円（前年同期８百万円の損失）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、主として受取手形及び売掛金や、投資有価証券が減少したこと等に

より、前連結会計年度末と比べ１億25百万円減少し、402億82百万円となりました。 

 負債は、主として未払法人税等や賞与引当金が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ72百万円減

少し、66億46百万円となりました。 

 純資産は、主としてその他有価証券評価差額金が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ53百万円

減少し、336億36百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成24年５月11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 

 会計方針の変更 

 （減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,527,342 8,868,278 

受取手形及び売掛金 8,012,319 7,526,196 

有価証券 1,290,451 1,088,758 

商品及び製品 1,660,187 1,851,032 

仕掛品 440,824 590,255 

原材料及び貯蔵品 397,107 445,376 

繰延税金資産 244,514 285,093 

その他 423,641 519,127 

貸倒引当金 △29,329 △22,327 

流動資産合計 20,967,058 21,151,789 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,936,311 8,936,420 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,734,127 △4,794,002 

建物及び構築物（純額） 4,202,183 4,142,417 

機械装置及び運搬具 11,284,780 11,263,768 

減価償却累計額 △10,082,458 △10,117,257 

機械装置及び運搬具（純額） 1,202,321 1,146,511 

工具、器具及び備品 17,051,605 17,074,338 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,763,216 △16,811,488 

工具、器具及び備品（純額） 288,389 262,849 

土地 4,408,993 4,408,993 

建設仮勘定 2,796 － 

有形固定資産合計 10,104,683 9,960,772 

無形固定資産   

のれん 33,918 25,438 

ソフトウエア 274,597 266,858 

その他 16,099 16,046 

無形固定資産合計 324,615 308,343 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,941,169 7,756,818 

金銭の信託 493,449 495,679 

関係会社出資金 57,639 57,639 

その他 722,307 715,645 

貸倒引当金 △202,699 △163,940 

投資その他の資産合計 9,011,866 8,861,842 

固定資産合計 19,441,164 19,130,958 

資産合計 40,408,223 40,282,748 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,992,948 3,170,326 

短期借入金 550,000 550,000 

未払法人税等 575,155 227,714 

賞与引当金 367,400 210,035 

役員賞与引当金 50,000 15,000 

その他 1,623,311 1,948,364 

流動負債合計 6,158,814 6,121,441 

固定負債   

繰延税金負債 98,865 47,418 

退職給付引当金 193,347 210,512 

資産除去債務 193,307 193,485 

その他 74,021 73,498 

固定負債合計 559,543 524,915 

負債合計 6,718,358 6,646,357 

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 24,226,334 24,276,089 

自己株式 △650,637 △650,655 

株主資本合計 33,326,386 33,376,123 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 309,304 203,700 

その他の包括利益累計額合計 309,304 203,700 

少数株主持分 54,173 56,566 

純資産合計 33,689,865 33,636,390 

負債純資産合計 40,408,223 40,282,748 



（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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,236,265 4,883,586 

売上原価 3,428,675 3,146,447 

売上総利益 1,807,590 1,737,139 

販売費及び一般管理費 1,387,397 1,397,699 

営業利益 420,193 339,440 

営業外収益   

受取利息 2,314 20,855 

受取配当金 28,831 25,898 

受取賃貸料 22,188 22,197 

貸倒引当金戻入額 6,942 6,767 

その他 10,776 14,939 

営業外収益合計 71,052 90,660 

営業外費用   

支払利息 863 852 

賃貸費用 3,302 2,585 

支払手数料 512 526 

貸倒引当金繰入額 100 50 

事務所移転費用 － 1,632 

その他 2 20 

営業外費用合計 4,781 5,667 

経常利益 486,464 424,433 

特別利益   

固定資産売却益 － 122 

特別利益合計 － 122 

特別損失   

固定資産売却損 － 207 

固定資産除却損 196 102 

特別損失合計 196 309 

税金等調整前四半期純利益 486,268 424,246 

法人税、住民税及び事業税 334,146 216,246 

法人税等調整額 △81,919 △33,666 

法人税等合計 252,226 182,580 

少数株主損益調整前四半期純利益 234,041 241,666 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △797 2,392 

四半期純利益 234,838 239,273 



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 234,041 241,666 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,104 △105,604 

その他の包括利益合計 △7,104 △105,604 

四半期包括利益 226,936 136,062 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 227,734 133,669 

少数株主に係る四半期包括利益 △797 2,392 



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 Ⅰ 前第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。 

  

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  １. 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 

 （注）１．セグメント利益の調整額△12,174千円は、主にのれん償却額であります。 

    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。 

  

  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。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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  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

  （単位：千円）

  
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  4,344,690  538,895  4,883,586 -  4,883,586

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
-  31,606  31,606  △31,606 - 

計  4,344,690  570,502  4,915,193  △31,606  4,883,586

 セグメント利益  329,043  22,571  351,615  △12,174  339,440

（６）重要な後発事象
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