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（１）経営成績に関する説明 

    当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策の効果により企業の業況感が改善

し、景気は緩やかに回復しつつあります。一方、中国をはじめとする新興国の景気に対する不安や、急激な円安

進行にともなう原材料価格の上昇等の懸念により、先行きは不透明な状況が続いております。 

  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、消費マインドの改善等

もあり、新設住宅着工戸数が堅調に推移いたしました。 

    このような状況の中で当社グループは、ビニマス、継手等汎用品のシェア維持、拡大を図りつつ、住環境改善

製品等、高付加価値である販売重点製品の積極的な拡販に注力いたしました。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高53億61百万円(前年同四半期比9.8％増)、営業利益４

億５百万円（同19.3％増）、経常利益４億95百万円（同16.7％増）、四半期純利益２億75百万円（同15.1％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 

  当分野では、消費マインドの改善等もあり、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。 

  着工戸数に比例して需要が増加した「量水器ボックス」等に加え、「基礎貫通スリーブ」「ビニヘッダー」な

ど販売重点製品の売上が大きく伸びました。 

  その結果、売上高は48億28百万円(前年同四半期比11.1％増)、セグメント利益３億74百万円（同14.0％増）と

なりました。 

 ②環境・住設関連分野 

  当分野では、円安の影響による一部大口受注の回復を見込んでいたものの、回復が遅れたこともあり、売上高

は５億60百万円（前年同四半期比1.7％減）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30百万円（同34.1％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

  当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ５億21百万円増加し、424億12百万円となり

ました。これは主として、商品及び製品や仕掛品が増加したこと等によるものであります。 

  負債は,前連結会計年度末と比べ３億４百万円増加し、76億46百万円となりました。これは主として、支払手

形及び買掛金や、繰延税金負債が増加したこと等によるものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末と比べ２億16百万円増加し、347億65百万円となりました。これは主として、そ

の他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。 

  

  （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25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（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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,688 8,575 

受取手形及び売掛金 8,290 8,067 

有価証券 3,490 3,789 

金銭の信託 501 501 

商品及び製品 1,959 2,322 

仕掛品 512 636 

原材料及び貯蔵品 419 457 

繰延税金資産 242 333 

その他 484 569 

貸倒引当金 △29 △22 

流動資産合計 24,560 25,229 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,966 8,968 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,965 △5,023 

建物及び構築物（純額） 4,001 3,944 

機械装置及び運搬具 11,461 11,434 

減価償却累計額 △10,259 △10,260 

機械装置及び運搬具（純額） 1,202 1,174 

工具、器具及び備品 17,112 17,125 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,634 △16,652 

工具、器具及び備品（純額） 478 472 

土地 4,408 4,408 

建設仮勘定 － 0 

有形固定資産合計 10,090 10,000 

無形固定資産   

ソフトウエア 242 228 

その他 15 15 

無形固定資産合計 258 243 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,403 6,297 

関係会社出資金 57 122 

その他 684 684 

貸倒引当金 △163 △164 

投資その他の資産合計 6,982 6,939 

固定資産合計 17,330 17,183 

資産合計 41,891 42,412 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,432 3,540 

短期借入金 550 550 

未払法人税等 358 327 

賞与引当金 391 226 

役員賞与引当金 55 15 

工事損失引当金 － 13 

その他 1,922 2,272 

流動負債合計 6,711 6,945 

固定負債   

繰延税金負債 117 178 

退職給付引当金 254 262 

資産除去債務 186 187 

その他 72 72 

固定負債合計 630 701 

負債合計 7,342 7,646 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,387 3,387 

資本剰余金 6,363 6,363 

利益剰余金 24,966 25,052 

自己株式 △650 △650 

株主資本合計 34,066 34,152 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 482 613 

その他の包括利益累計額合計 482 613 

純資産合計 34,549 34,765 

負債純資産合計 41,891 42,412 



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,883 5,361 

売上原価 3,146 3,483 

売上総利益 1,737 1,878 

販売費及び一般管理費 1,397 1,473 

営業利益 339 405 

営業外収益   

受取利息 20 18 

受取配当金 25 27 

受取賃貸料 22 22 

貸倒引当金戻入額 6 6 

その他 14 20 

営業外収益合計 90 95 

営業外費用   

支払利息 0 0 

賃貸費用 2 2 

貸倒引当金繰入額 0 1 

事務所移転費用 1 － 

その他 0 0 

営業外費用合計 5 5 

経常利益 424 495 

特別利益   

固定資産売却益 0 1 

特別利益合計 0 1 

特別損失   

固定資産売却損 0 0 

固定資産除却損 0 0 

特別損失合計 0 0 

税金等調整前四半期純利益 424 495 

法人税、住民税及び事業税 216 319 

法人税等調整額 △33 △99 

法人税等合計 182 220 

少数株主損益調整前四半期純利益 241 275 

少数株主利益 2 － 

四半期純利益 239 275 



（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 241 275 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105 130 

その他の包括利益合計 △105 130 

四半期包括利益 136 405 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 133 405 

少数株主に係る四半期包括利益 2 － 



 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△12百万円は、主にのれん償却額であります。 

    ２．セグメント利益は、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25年４月１日 至 平成25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は、たな卸資産の調整額であります。 

    ２．セグメント利益は、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。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  
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  538  4,883  －  4,883

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  31  31  △31  －

計  4,344  570  4,915  △31  4,883

セグメント利益  329  22  351  △12  339

  （単位：百万円）

  
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  4,828  533  5,361  －  5,361

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  27  27  △27  －

計  4,828  560  5,389  △27  5,361

セグメント利益  374  30  405  0  405
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