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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 11,156 7.4 873 20.8 1,048 22.0 599 20.4
25年3月期第2四半期 10,390 △0.7 722 △16.6 859 △11.7 497 △6.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 801百万円 （108.0％） 25年3月期第2四半期 385百万円 （13.8％）

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

26年3月期第2四半期 39.51 ―
25年3月期第2四半期 32.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 42,878 35,161 82.0
25年3月期 41,891 34,549 82.5
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  35,161百万円 25年3月期  34,549百万円

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

25年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
26年3月期 ― 12.50
26年3月期（予想） ― 12.50 25.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 23,500 10.7 1,750 12.4 1,950 8.1 1,050 △6.2 69.25



(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、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)連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
 
（金額単位の変更について) 
当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額につきましては、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第
１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。 
なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第２四半期連結累計期間につきましても百万円単位に組換え表示しております。  
 
 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期2Q 15,732,000 株 25年3月期 15,732,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 570,709 株 25年3月期 570,609 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 15,161,318 株 25年3月期2Q 15,161,392 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四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、円安進行にともなう原材料価格の上昇や、引き続く海外景気の

不確実性に対する不安等により、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に

加え、消費税増税前の駆込みと思われる需要により、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２四半期連結累計期間の業績は、売上高で111億56百万円(前年同四半期比7.4％増)、営業利益

８億73百万円（前年同四半期比20.8％増）、経常利益10億48百万円（前年同四半期比22.0％増）、四半期純利益

５億99百万円（前年同四半期比20.4％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」「雨水マス」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101億４百万円（前年同四半期比9.1％増）、セグメント利益は、８億19百万円（前年同四

半期比17.9％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11億10百万円（前年同四半期比6.9％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、セグメント利益は、53百万円（前年同四半期比18.0％増）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ９億87百万円増加し、428億78百万円となりま

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３億75百万円増加し、77億17百万円となりました。これは主として、支払手

形及び買掛金や、未払法人税等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６億11百万円増加し、351億61百万円となりました。これは主として、利益

剰余金が増加したこと等によるものであります。 

  

 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77億78百万円とな

り、前年同四半期連結累計期間と比べ５億14百万円の増加となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、５億62百万円の収入となりました（前年同四半期連結累計期間は９億

52百万円の収入）。これは主に、法人税等の支払額が減少したものの、たな卸資産の増減額が増加したこと等に

よるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、71百万円の支出となりました（前年同四半期連結累計期間は１億61百

万円の収入）。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億92百万円の支出となりました（前年同四半期連結累計期間は１億

94百万円の支出）。配当金の支払等を行った結果、前年同四半期連結累計期間と同程度の支出となりました。 

     

（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 

  該当事項はありません。 

   

   

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,688 8,438 

受取手形及び売掛金 8,290 8,326 

有価証券 3,490 5,308 

金銭の信託 501 501 

商品及び製品 1,959 2,320 

仕掛品 512 677 

原材料及び貯蔵品 419 496 

繰延税金資産 242 261 

その他 484 568 

貸倒引当金 △29 △26 

流動資産合計 24,560 26,871 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,966 8,985 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,965 △5,081 

建物及び構築物（純額） 4,001 3,904 

機械装置及び運搬具 11,461 11,460 

減価償却累計額 △10,259 △10,227 

機械装置及び運搬具（純額） 1,202 1,233 

工具、器具及び備品 17,112 17,182 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,634 △16,644 

工具、器具及び備品（純額） 478 537 

土地 4,408 4,410 

建設仮勘定 － 29 

有形固定資産合計 10,090 10,114 

無形固定資産   

ソフトウエア 242 213 

その他 15 15 

無形固定資産合計 258 229 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,403 4,888 

関係会社出資金 57 122 

その他 684 817 

貸倒引当金 △163 △165 

投資その他の資産合計 6,982 5,663 

固定資産合計 17,330 16,006 

資産合計 41,891 42,878 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,432 3,613 

短期借入金 550 550 

未払法人税等 358 494 

賞与引当金 391 424 

役員賞与引当金 55 30 

工事損失引当金 － 9 

その他 1,922 1,857 

流動負債合計 6,711 6,977 

固定負債   

繰延税金負債 117 207 

退職給付引当金 254 271 

資産除去債務 186 187 

その他 72 72 

固定負債合計 630 739 

負債合計 7,342 7,717 

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 25,376 

自己株式 △650 △650 

株主資本合計 34,066 34,476 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 482 684 

その他の包括利益累計額合計 482 684 

純資産合計 34,549 35,161 

負債純資産合計 41,891 42,878 



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,390 11,156 

売上原価 6,871 7,326 

売上総利益 3,519 3,830 

販売費及び一般管理費 2,796 2,956 

営業利益 722 873 

営業外収益   

受取利息 43 53 

受取配当金 34 58 

受取賃貸料 44 44 

貸倒引当金戻入額 1 2 

その他 25 29 

営業外収益合計 149 189 

営業外費用   

支払利息 1 1 

賃貸費用 5 4 

支払手数料 3 3 

投資事業組合運用損 － 1 

貸倒引当金繰入額 0 1 

その他 1 0 

営業外費用合計 12 13 

経常利益 859 1,048 

特別利益   

固定資産売却益 0 2 

特別利益合計 0 2 

特別損失   

固定資産売却損 0 1 

固定資産除却損 2 1 

特別損失合計 3 3 

税金等調整前四半期純利益 857 1,047 

法人税、住民税及び事業税 364 486 

法人税等調整額 △9 △37 

法人税等合計 354 448 

少数株主損益調整前四半期純利益 502 599 

少数株主利益 4 － 

四半期純利益 497 599 



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 502 599 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △117 202 

その他の包括利益合計 △117 202 

四半期包括利益 385 801 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 380 801 

少数株主に係る四半期包括利益 4 － 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 857 1,047 

減価償却費 448 508 

のれん償却額 16 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 △1 

賞与引当金の増減額（△は減少） 38 32 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △25 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34 16 

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 9 

受取利息及び受取配当金 △77 △111 

支払利息 1 1 

固定資産売却損益（△は益） 0 △0 

固定資産除却損 2 1 

売上債権の増減額（△は増加） 112 △33 

たな卸資産の増減額（△は増加） △50 △604 

仕入債務の増減額（△は減少） 214 174 

その他の資産の増減額（△は増加） △90 △212 

その他の負債の増減額（△は減少） △0 △19 

その他 △40 △15 

小計 1,406 767 

利息及び配当金の受取額 75 112 

利息の支払額 △1 △1 

賃貸料の受取額 34 34 

法人税等の支払額 △562 △350 

営業活動によるキャッシュ・フロー 952 562 

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 △1,195 △1,550 

定期預金の払戻による収入 908 1,500 

有価証券の取得による支出 － △3,599 

有価証券の償還による収入 500 4,200 

有形固定資産の取得による支出 △346 △557 

有形固定資産の売却による収入 2 2 

無形固定資産の取得による支出 △24 △9 

投資有価証券の取得による支出 △2 △2 

投資有価証券の償還による収入 300 － 

関係会社出資金の払込による支出 － △65 

その他 19 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー 161 △71 



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 3,300 

短期借入金の返済による支出 △3,300 △3,300 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △189 △189 

その他 △4 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △194 △192 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 920 299 

現金及び現金同等物の期首残高 6,343 7,478 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,264 7,778 



 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25年４月１日 至 平成25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は、たな卸資産の調整額であります。 

    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）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  9,263  1,127  10,390 -  10,390

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
-  64  64  △64 - 

計  9,263  1,191  10,455  △64  10,390

 セグメント利益  695  45  740  △17  722

  （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  10,104  1,052  11,156 -   11,156

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
-   57  57  △57  - 

計  10,104  1,110  11,214  △57  11,156

 セグメント利益  819  53  872  0  873


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	余白埋め12: 
	ヘッダー１3: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１4: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１5: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１6: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１7: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１8: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１9: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１10: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１11: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	ヘッダー１12: 前澤化成工業㈱（7925）　平成26年3月期　第2四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


