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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 10,390 △0.7 722 △16.6 859 △11.7 497 △6.7

24年3月期第2四半期 10,463 7.2 867 464.6 973 373.3 533 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 385百万円 （13.8％） 24年3月期第2四半期 338百万円 （―％）

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2四半期 32.82 ―

24年3月期第2四半期 35.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 40,394 33,885 83.7
24年3月期 40,408 33,689 83.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  33,826百万円 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 ― 12.50

25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 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2Q 15,161,392 株 24年3月期2Q 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２四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、比較的底堅く推移したものの、

欧州債務問題に伴う海外経済の減速や円高、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、各種住宅関連政策の影

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２四半期連結累計期間の業績は、売上高で103億90百万円(前年同四半期比0.7％減)、営業利益

７億22百万円（前年同四半期比16.6％減）、経常利益８億59百万円（前年同四半期比11.7％減）、四半期純利益

４億97百万円（前年同四半期比6.7％減）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 

 当分野では、政府の各種政策の効果もあり新設住宅着工戸数が堅調に推移したため、ほぼ当初予想どおりの売

上を確保することができました。特に、主力製品のひとつであり、当社発展の礎となった「ビニマス」が発売30

周年を迎えたため、記念キャンペーンを実施し拡販に努めました。一方、前年同期に発生していた東日本大震災

後の仮設住宅向け資材需要もほぼ無くなり、その結果、売上高は92億63百万円（前年同四半期比1.5％減）、セグ

メント利益は、６億95百万円（前年同四半期比20.1％減）となりました。 

②環境・住設関連分野 

 当分野では、円高の影響で一部大口受注の減少があったものの、新規取引先の開拓による受注もあり、売上高

は11億91百万円（前年同四半期比11.2％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、セグメント利益は、45百万円（前年同四半期比214.9％増）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、主に、現金及び預金が増加したものの、投資有価証券や有形固定資産

が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ13百万円減少し、403億94百万円となりました。 

 負債は、主に、未払法人税等、繰延税金負債が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ２億９百万円

減少し、65億９百万円となりました。 

 純資産は、主に、その他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金が増加したこと等により、前連結

会計年度末と比べ１億95百万円増加し、338億85百万円となりました。 

     

  キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は72億64百万円とな

り、前年同四半期連結累計期間と比べ５億42百万円の減少となりました。 

（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、９億52百万円となりました。当四半期連結累計期間は、主に、減価償却費が減少

し、法人税等の支払額が増加したものの、たな卸資産の増減額が減少し、仕入債務の増減額が減少から増加にな

ったこと等により、前年同四半期連結累計期間と比べ８百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得た資金は、１億61百万円となりました。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、有価証券の償還による収入が減少したものの、有価証券の取得による支出、及び投資有価証

券の取得による支出が減少したこと等により、前年同四半期連結累計期間と比べ、６億74百万円の増加となりま

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、１億94百万円となりました。当四半期連結累計期間は、主に、長期借入金の

返済による支出が減少したこと等により、前年同四半期連結累計期間と比べ、３百万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．当四半期決算に関する定性的情報



  

（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、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２四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。 

  

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,527,342 9,734,312 

受取手形及び売掛金 8,012,319 7,939,105 

有価証券 1,290,451 1,390,606 

商品及び製品 1,660,187 1,527,424 

仕掛品 440,824 574,707 

原材料及び貯蔵品 397,107 447,835 

繰延税金資産 244,514 242,875 

その他 423,641 494,262 

貸倒引当金 △29,329 △27,132 

流動資産合計 20,967,058 22,323,998 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,936,311 8,936,750 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,734,127 △4,855,859 

建物及び構築物（純額） 4,202,183 4,080,890 

機械装置及び運搬具 11,284,780 11,280,893 

減価償却累計額 △10,082,458 △10,184,828 

機械装置及び運搬具（純額） 1,202,321 1,096,065 

工具、器具及び備品 17,051,605 16,922,508 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,763,216 △16,643,819 

工具、器具及び備品（純額） 288,389 278,688 

土地 4,408,993 4,408,993 

建設仮勘定 2,796 10,500 

有形固定資産合計 10,104,683 9,875,137 

無形固定資産   

のれん 33,918 16,959 

ソフトウエア 274,597 250,198 

その他 16,099 15,992 

無形固定資産合計 324,615 283,150 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,941,169 6,835,515 

金銭の信託 493,449 499,450 

関係会社出資金 57,639 57,639 

その他 722,307 683,912 

貸倒引当金 △202,699 △164,140 

投資その他の資産合計 9,011,866 7,912,377 

固定資産合計 19,441,164 18,070,665 

資産合計 40,408,223 40,394,664 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,992,948 3,187,227 

短期借入金 550,000 550,000 

未払法人税等 575,155 375,025 

賞与引当金 367,400 405,710 

役員賞与引当金 50,000 30,000 

その他 1,623,311 1,441,075 

流動負債合計 6,158,814 5,989,038 

固定負債   

繰延税金負債 98,865 24,583 

退職給付引当金 193,347 227,925 

資産除去債務 193,307 194,084 

その他 74,021 73,498 

固定負債合計 559,543 520,091 

負債合計 6,718,358 6,509,130 

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 24,534,425 

自己株式 △650,637 △650,655 

株主資本合計 33,326,386 33,634,459 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 309,304 192,081 

その他の包括利益累計額合計 309,304 192,081 

少数株主持分 54,173 58,993 

純資産合計 33,689,865 33,885,533 

負債純資産合計 40,408,223 40,394,664 



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,463,967 10,390,970 

売上原価 6,853,660 6,871,143 

売上総利益 3,610,306 3,519,827 

販売費及び一般管理費 2,743,056 2,796,924 

営業利益 867,250 722,903 

営業外収益   

受取利息 12,412 43,037 

受取配当金 34,833 34,455 

受取賃貸料 44,395 44,403 

貸倒引当金戻入額 7,009 1,963 

その他 23,909 25,653 

営業外収益合計 122,560 149,514 

営業外費用   

支払利息 1,730 1,720 

賃貸費用 5,177 5,170 

支払手数料 3,631 3,633 

投資事業組合運用損 5,569 － 

貸倒引当金繰入額 100 250 

その他 3 1,653 

営業外費用合計 16,212 12,427 

経常利益 973,598 859,990 

特別利益   

固定資産売却益 1,051 505 

特別利益合計 1,051 505 

特別損失   

固定資産売却損 3,044 888 

固定資産除却損 1,316 2,412 

ゴルフ会員権評価損 1,840 － 

特別損失合計 6,200 3,301 

税金等調整前四半期純利益 968,449 857,194 

法人税、住民税及び事業税 454,792 364,458 

法人税等調整額 △21,416 △9,691 

法人税等合計 433,375 354,766 

少数株主損益調整前四半期純利益 535,073 502,427 

少数株主利益 1,511 4,819 

四半期純利益 533,562 497,608 



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 535,073 502,427 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △196,674 △117,222 

その他の包括利益合計 △196,674 △117,222 

四半期包括利益 338,398 385,205 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 336,887 380,385 

少数株主に係る四半期包括利益 1,511 4,819 



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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 968,449 857,194 

減価償却費 570,096 448,055 

のれん償却額 16,959 16,959 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,909 △40,755 

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,924 38,310 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,600 △20,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,131 34,577 

受取利息及び受取配当金 △47,245 △77,493 

支払利息 1,730 1,720 

固定資産売却損益（△は益） 1,993 383 

固定資産除却損 1,316 2,412 

売上債権の増減額（△は増加） 181,858 112,391 

たな卸資産の増減額（△は増加） △219,040 △50,103 

仕入債務の増減額（△は減少） △29,935 214,748 

その他の資産の増減額（△は増加） △84,920 △90,244 

その他の負債の増減額（△は減少） 25,215 △830 

その他 △51,757 △40,921 

小計 1,301,416 1,406,402 

利息及び配当金の受取額 40,391 75,153 

利息の支払額 △1,708 △1,723 

賃貸料の受取額 34,760 34,772 

法人税等の支払額 △430,918 △562,076 

営業活動によるキャッシュ・フロー 943,942 952,529 

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 △649,011 △1,195,004 

定期預金の払戻による収入 1,029,008 908,008 

有価証券の取得による支出 △500,000 － 

有価証券の償還による収入 1,092,000 500,000 

有形固定資産の取得による支出 △279,956 △346,562 

有形固定資産の売却による収入 727 2,316 

無形固定資産の取得による支出 △5,742 △24,376 

投資有価証券の取得による支出 △1,202,009 △2,172 

投資有価証券の売却による収入 51,784 － 

投資有価証券の償還による収入 － 300,000 

その他 △49,701 19,445 

投資活動によるキャッシュ・フロー △512,899 161,655 



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30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 3,300,000 3,300,000 

短期借入金の返済による支出 △3,300,000 △3,300,000 

長期借入金の返済による支出 △4,000 － 

自己株式の取得による支出 － △19 

配当金の支払額 △189,455 △189,468 

その他 △4,543 △4,543 

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,998 △194,031 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,043 920,153 

現金及び現金同等物の期首残高 7,573,524 6,343,896 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,806,568 7,264,049 



 該当事項はありません。     

   

   

 該当事項はありません。    

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△17,097千円は、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。 

  

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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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△17,430千円は、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。 

  

   

   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  9,406,886  1,057,081  10,463,967  －  10,463,967

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
 －  14,395  14,395  △14,395  －

計   9,406,886  1,071,476  10,478,362  △14,395  10,463,967

セグメント利益  869,971  14,376  884,347  △17,097  867,250

  （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  9,263,221  1,127,749  10,390,970 -  10,390,970

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
-  64,232  64,232  △64,232 - 

計  9,263,221  1,191,981  10,455,203  △64,232  10,390,970

 セグメント利益  695,058  45,275  740,334  △17,430  722,903
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