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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 19,196 ― 189 ― 191 ― 26 ―

20年3月期第3四半期 20,589 2.1 493 △10.9 565 △16.0 290 △32.8

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

21年3月期第3四半期 6.71 ―

20年3月期第3四半期 73.29 ―

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

21年3月期第3四半期 14,057 3,294 23.4 843.75
20年3月期 13,676 3,397 24.8 861.42

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,294百万円 20年3月期  3,397百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 13.00 23.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 25,390 △6.4 228 △65.6 240 △62.5 101 △67.3 25.66

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等に
より、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  3,969,000株 20年3月期  3,969,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  64,932株 20年3月期  24,332株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  3,936,367株 20年3月期第3四半期  3,968,134株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不
安が世界規模に拡大し、実態経済にまで波及したことにより、景気が後退する局面となりました。内需の
停滞と外需の減速が同時進行し、加えて急激な円高の影響により輸出関連企業の収益が悪化するなど、国
内経済の先行き不透明感が一層増しております。 
管工機材業界におきましても、住宅価格の上昇による買い控えなどにより住宅関連分野が低迷している

影響を受けて、市場の縮小が続いております。また、原材料価格の下落による製品価格の値下げを予想し
て、流通各社が在庫を絞り込む傾向もあり、メーカーをはじめ流通１次商社の売上が影響を受けるように
なりました。当面は厳しい経営環境が続くものと思われ、まさしく企業の体力が試されるような状況にな
っております。 
このような状況の中、リスク管理にもウエイトを置きつつ、新規商品の取り扱い、新分野の開拓により

営業の強化をはかりましたが、予想以上の環境変化により需要が大きく落ち込んだ影響で連結売上高は
19,196百万円となり、競争の激化により利益率が低下したこともあり売上総利益は3,471百万円となりま
した。  
販売費及び一般管理費は減少したものの、売上総利益の減少が大きく営業利益は189百万円となりまし

た。また、経常利益は191百万円となり法人税等を計上したことなどにより、四半期純利益は26百万円と
なりました。 
  
  
  

  

 (資産の部)  
当第３四半期連結会計期間末の資産の部残高は、前連結会計年度末に比べて381百万円増加し、資産合

計で14,057百万円となりました。この主な要因は、たな卸資産が増加したこと等により流動資産合計が
465百万円増加するも、投資有価証券が減少したこと等により固定資産合計が84百万円減少したことによ
るものです。 
  

 (負債の部) 
当第３四半期連結会計期間末の負債の部残高は、前連結会計年度末に比べて484百万円増加し、負債合

計で10,763百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が増加したこと等により流動負債合計が
509百万円増加したことによるものです。 
  

 (純資産の部) 
当第３四半期連結会計期間末の純資産の部残高は、前連結会計年度末に比べて103百万円減少し、純資

産合計で3,294百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金の減少64百万円及び自己株式の取得に
よる減少21百万円等によるものです。 
  
  

  

業績予想につきましては、平成20年９月19日に公表いたしました平成21年３月期（平成20年４月１日～
平成21年３月31日）の予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成
21年３月期通期業績予想及び期末配当予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。 
  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1.連結経営成績に関する定性的情報

2.連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理) 
固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 
  
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 
税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

2.「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)
を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下による
簿価切下げの方法)に変更しております。 
なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  
  

4.その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,154,345 1,065,992

受取手形及び売掛金 6,051,512 6,134,753

商品 1,906,071 1,633,386

製品 317,235 275,224

原材料 231,179 179,683

仕掛品 135,814 82,318

貯蔵品 － 916

その他 276,746 262,745

貸倒引当金 △34,849 △62,672

流動資産合計 10,038,056 9,572,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 388,803 408,791

機械装置及び運搬具（純額） 26,806 35,516

土地 1,822,365 1,822,365

その他（純額） 58,818 66,871

有形固定資産合計 2,296,792 2,333,544

無形固定資産 16,676 11,769

投資その他の資産   

その他 1,814,735 1,881,505

貸倒引当金 △108,421 △122,380

投資その他の資産合計 1,706,313 1,759,124

固定資産合計 4,019,783 4,104,438

資産合計 14,057,839 13,676,787

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,327,931 6,586,984

短期借入金 1,200,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 1,050,944 1,179,756

未払法人税等 － 93,727

賞与引当金 79,163 162,096

その他 214,772 230,949

流動負債合計 8,872,811 8,363,513

固定負債   

長期借入金 774,479 828,659

退職給付引当金 558,457 525,128

役員退職慰労引当金 12,389 272,406

負ののれん 51,560 75,809

その他 494,088 213,273

固定負債合計 1,890,975 1,915,276

負債合計 10,763,786 10,278,790
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 803,217 803,217

利益剰余金 1,885,653 1,949,880

自己株式 △37,788 △16,078

株主資本合計 3,297,575 3,383,512

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,522 14,483

評価・換算差額等合計 △3,522 14,483

純資産合計 3,294,052 3,397,996

負債純資産合計 14,057,839 13,676,787
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,196,035

売上原価 15,724,156

売上総利益 3,471,878

販売費及び一般管理費 3,281,990

営業利益 189,888

営業外収益  

受取利息 3,762

受取配当金 5,257

負ののれん償却額 24,249

不動産賃貸料 55,769

仕入割引 95,048

その他 35,053

営業外収益合計 219,140

営業外費用  

支払利息 30,409

手形売却損 41,316

不動産賃貸原価 39,614

売上割引 39,140

貸倒引当金繰入額 6,067

デリバティブ評価損 44,852

その他 16,448

営業外費用合計 217,849

経常利益 191,179

特別利益  

貸倒引当金戻入額 32,092

保険解約返戻金 8,767

特別利益合計 40,859

特別損失  

固定資産除却損 521

役員退職慰労金 10,914

投資有価証券評価損 28,376

保険解約損 12,334

特別損失合計 52,146

税金等調整前四半期純利益 179,892

法人税等 153,494

四半期純利益 26,398
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

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
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(要約) 前四半期連結損益計算書 

           (単位：百万円) 

 
  

  

  

「参考」

科  目

前第３四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

金額

Ⅰ 売上高 20,589

Ⅱ 売上原価 16,734

   売上総利益 3,854

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,360

   営業利益 493

Ⅳ 営業外収益 239

Ⅴ 営業外費用 168

   経常利益 565

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 13

   税金等調整前 

   四半期純利益
557

   税金費用 266

   四半期純利益 290
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