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１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６月30日） 

（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 ％ 

27年３月期第１四半期 5,296 △3.1 271 △4.6 307 6.2 207 27.7 

26年３月期第１四半期 5,465 8.7 284 13.8 289 9.2 162 11.3 

（注）包括利益 27年３月期第１四半期 127 百万円 （△65.9％） 26年３月期第１四半期 372 百万円 （247.4％） 

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 

27年３月期第１四半期 17.22 － 

26年３月期第１四半期 13.48 － 

（２）連結財政状態 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭 

27年３月期第１四半期 37,159 29,686 79.9 2,466.92 

26年３月期 37,222 29,759 80.0 2,472.92 

（参考）自己資本 27年３月期第１四半期 29,686 百万円 26年３月期 29,759 百万円 

２．配当の状況 

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 

26年３月期 － 15.00 － 20.00 35.00 
27年３月期 － 
27年３月期（予想） 15.00 － 20.00 35.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無 

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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）

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） 11,950 △1.4 890 18.6 930 11.0 580 20.9 48.2 

通期 25,400 0.1 2,460 36.7 2,540 21.3 1,500 16.2 124.65 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無 



※  注記事項 

（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 

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－ 

（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 

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  ： 無 

④ 修正再表示  ： 無 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.３「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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年３月期１Ｑ 12,500,000 株 26年３月期 12,500,000 株 

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 466,022 株 26年３月期 465,961 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 12,034,008 株 26年３月期１Ｑ 12,034,075 株 

※  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レビュー手続きの対象外でありますが、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財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

なお、上記予想については添付資料のＰ.２をご参照ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

 「スクラップ売却益」につきましては、従来、「営業外収益」に計上しておりましたが、金額的重要性が増して

きたことから、当社グループの実態をより適切に表すため、当第１四半期連結会計期間より「売上高」と「売上原

価」に含めて表示する方法に変更いたしました。このため、当該変更を反映した組替後の数値で前年同期比較を行

っております。

（１）経営成績全般に関する説明

① 全般の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な内需に支えられ緩やかな回復基調にありますが、消

費税増税に伴う景況感の悪化や新興国の経済減速による輸出の伸び悩み等から景気の先行きには不透明感が増し

てまいりました。

当社グループの属する給水装置業界におきましては、消費税増税前の駆け込み需要の反動から新設住宅着工戸

数が前年同期比二桁のマイナスとなるなど厳しい状況が続きました。また、主要原材料価格も高値で推移しまし

た。

このような状況下、当社グループは、営業力の強化による販売シェアの確保、地上製品の販路拡大、さらに東

北地区での復興需要の取り込みなどに注力してまいりました。

これらの結果、売上高は前年同期比3.1％減の52億96百万円、営業利益は前年同期比4.6％減の２億71百万円と

なりました。なお、四半期純利益は海外連結子会社の為替損益が好転したこと等から前年同期比27.7％増の２億

７百万円となりました。 

② セグメント別の状況

〔埋設事業〕

 埋設事業におきましては、集合住宅向けのメータセットなどが増加しましたが、新設住宅着工戸数の減少から

分岐弁などが落ち込み、売上高は前年同期比6.0％減の30億40百万円、セグメント利益は前年同期比2.7％減の８

億６百万円となりました。

〔地上事業〕

 地上事業におきましては、施工性の優れたワンタッチ継手などが増加しましたが、戸建住宅向けの配管ユニッ

トが伸び悩み、売上高は前年同期比1.2％減の11億39百万円となりました。セグメント利益は樹脂原材料価格の上

昇から前年同期比7.6％減の２億44百万円となりました。

〔商品販売事業〕

 商品販売事業におきましては、メータボックスなどの販売が堅調に推移したことから、売上高は前年同期比

0.9％増の９億52百万円、セグメント利益は前年同期比16.1％増の１億34百万円となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の業績予想につきましては、平成26年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はありませ 

ん。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、

退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均

残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率（単一割引率）から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間

ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が60百万円減少し、繰延税金負債が21百

万円、利益剰余金が39百万円増加しております。また、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への影響は軽微であります。

 

（４）表示方法の変更

（スクラップ売却益の表示方法の変更）

 当社における、「スクラップ売却益」につきましては、従来、「営業外収益」に計上しておりましたが、金

額的重要性が増してきたことから、当社グループの実態をより適切に表すため、当第１四半期連結会計期間よ

り「売上高」と「売上原価」に含めて表示する方法に変更いたしました。

 当該変更を反映させるため、前年四半期及び前連結会計年度については組替後の四半期連結財務諸表及び連

結財務諸表となっております。

 この結果、前第１四半期連結累計期間の「売上高」は18百万円増加、「売上原価」は６百万円増加、「売上

総利益」及び「営業利益」はそれぞれ11百万円増加、「経常利益」及び「税金等調整前四半期純利益」はそれ

ぞれ８百万円減少しております。

 また、前連結会計年度の「受取手形及び売掛金」は15百万円増加、「流動資産」の「その他」は15百万円減少

しております。
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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26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 10,657 10,710 

受取手形及び売掛金 7,819 6,702 

電子記録債権 2,157 2,142 

有価証券 － 99 

商品及び製品 2,759 3,379 

仕掛品 83 124 

原材料及び貯蔵品 915 1,030 

繰延税金資産 131 161 

その他 177 147 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 24,700 24,498 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 2,666 2,620 

機械装置及び運搬具（純額） 664 624 

土地 5,758 5,758 

建設仮勘定 1 18 

その他（純額） 161 168 

有形固定資産合計 9,252 9,189 

無形固定資産 155 154 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,288 2,365 

長期貸付金 17 17 

保険積立金 694 721 

繰延税金資産 0 0 

その他 126 228 

貸倒引当金 △15 △16 

投資その他の資産合計 3,113 3,316 

固定資産合計 12,521 12,660 

資産合計 37,222 37,159 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,320 5,517 

未払法人税等 458 131 

賞与引当金 204 330 

役員賞与引当金 42 7 

その他 694 790 

流動負債合計 6,720 6,777 

固定負債 

繰延税金負債 218 230 

退職給付に係る負債 452 392 

資産除去債務 4 4 

その他 66 67 

固定負債合計 742 695 

負債合計 7,462 7,472 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,358 3,358 

資本剰余金 3,711 3,711 

利益剰余金 22,434 22,442 

自己株式 △694 △694 

株主資本合計 28,809 28,817 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 717 702 

為替換算調整勘定 211 147 

退職給付に係る調整累計額 19 18 

その他の包括利益累計額合計 949 869 

純資産合計 29,759 29,686 

負債純資産合計 37,222 37,159 
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（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25年４月１日 
至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30日) 

売上高 5,465 5,296 

売上原価 3,934 3,764 

売上総利益 1,531 1,531 

販売費及び一般管理費 1,246 1,260 

営業利益 284 271 

営業外収益 

受取利息 3 3 

受取配当金 13 16 

為替差益 － 8 

その他 6 13 

営業外収益合計 24 41 

営業外費用 

売上割引 5 6 

為替差損 13 － 

その他 0 0 

営業外費用合計 19 6 

経常利益 289 307 

特別損失 

固定資産除却損 2 1 

特別損失合計 2 1 

税金等調整前四半期純利益 286 305 

法人税等 124 98 

少数株主損益調整前四半期純利益 162 207 

四半期純利益 162 207 
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（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25年４月１日 
至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 162 207 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 104 △14 

為替換算調整勘定 105 △63 

退職給付に係る調整額 － △1 

その他の包括利益合計 210 △80 

四半期包括利益 372 127 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 372 127 
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（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）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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） 

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：百万円） 

報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期 

連結損益 

計算書 

計上額 

（注）３ 

埋設事業 地上事業 
商品販売 

事業 
計 

売上高 

外部顧客への売上高 3,234 1,153 943 5,332 133 5,465 － 5,465 

セグメント間の内部売上高

または振替高 
0 117 4 122 328 450 △450 － 

計 3,234 1,270 948 5,454 462 5,916 △450 5,465 

セグメント利益 828 264 115 1,209 29 1,239 △955 284 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社等を含んでおります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

   セグメント利益の調整額△955百万円は、セグメント間取引消去△４百万円及び各報告セグメントに配分され

ていない全社費用△950百万円であります。各報告セグメントに配分されていない全社費用は、主に提出会社の

報告セグメントに配分されていない全社費用であります。

３．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。

４．「表示方法の変更（スクラップ売却益の表示方法の変更）」に記載のとおり、「スクラップ売却益」につきま

しては、従来、「営業外収益」に計上しておりましたが、金額的重要性が増してきたことから、当社グループの

実態をより適切に表すため、当第１四半期連結会計期間より「売上高」と「売上原価」に含めて表示する方法に

変更いたしました。このため、商品販売事業は当該変更を反映した組替後の数値を記載しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６月30日） 

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：百万円） 

報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期 

連結損益 

計算書 

計上額 

（注）３ 

埋設事業 地上事業 
商品販売 

事業 
計 

売上高 

外部顧客への売上高 3,040 1,139 952 5,132 163 5,296 － 5,296 

セグメント間の内部売上高

または振替高 
0 118 6 124 343 468 △468 － 

計 3,040 1,257 958 5,257 507 5,765 △468 5,296 

セグメント利益 806 244 134 1,185 73 1,259 △987 271 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社等を含んでおります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

 セグメント利益の調整額△987百万円は、セグメント間取引消去△28百万円及び各報告セグメントに配分され

ていない全社費用△959百万円であります。各報告セグメントに配分されていない全社費用は、主に提出会社の

報告セグメントに配分されていない全社費用であります。

３．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。

４．会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

なお、当該変更がセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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