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1. 当社の概要 
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当社の概要 

商号 前澤給装工業株式会社 

本社所在地 東京都目黒区鷹番２丁目13番５号 

資本金 33億5,890万円 

創業 昭和12年7月 

設立 昭和32年1月 

従業員数 537名（平成26年3月31日現在）  

事業内容 水道用給水装置機材器具の製造・販売 

連結子会社 前澤給装（南昌）有限公司、QSOインダストリアル㈱ 

上場市場/証券ｺｰﾄﾞ 東証1部/6485 

株主数 8,691名 

水道用給水装置の総合メーカー 
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当社の概要 

前澤グループについて 

会社名 事業内容 上場取引所 設立 

前澤工業株式会社 
上下水道用機器・水処理装
置の製造および販売 

東証１部 昭和22年９月 

前澤化成工業株式会社 

上下水道関連、環境機器
関連の製商品のほか各種
プラスチック製品の製造お
よび販売 

東証１部 
 

昭和29年12月 
 

前澤給装工業株式会社 
水道用給水装置機材器具
の製造および販売 

東証１部 
 

昭和32年1月 
 

◆故前澤慶治氏により設立 

◆資本関係は多少あるが、各社独自に事業展開 
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当社の概要 

当社の特徴 

◆「給水装置」のトップメーカー 

◆「給水装置」製造・販売の特殊性に対応 

①地域特性 

②給水装置の多様性 

◆全国に26箇所の営業所を設け、 

     各地域の水道事業体の要望に対応 
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当社の概要 

ｻﾄﾞﾙ付分水栓 継手類 継手類 メータセット QUMEX 

仕切弁 

埋設事業 

地上事業 

給水装置について 

水道本管 
（配水管） 給水管 
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当社の概要 

埋設事業 

◆水道普及率は、97.7%（厚生労働省健康局水道課2012年調
べ） 

セグメント売上高 

セグメント利益 

◆老朽化した管路の更新、耐震化の推進など水道の事業環
境は、変化に対し的確な対応が求められる時代へ 

◆将来にわたり、「きれいな水」「安全な水」「おいしい水」を
地域の人々に安定して供給することは、当社の使命 
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当社の概要 

（集合住宅施工例） （戸建住宅施工例） 

地上事業 
セグメント売上高 

セグメント利益 

給水・給湯・追い炊き配管システム 

QUMEX 

暖房部材 

9 



当社の概要 

埋設事業 地上事業 商品販売事業 

内容 

 道路下に埋設されてい
る水道本管から各家庭の
蛇口まで水を送るための
給水装置製品の販売  
 
ｻﾄﾞﾙ付分水栓、止水栓、
継手類、水道ﾒｰﾀ等の製
品販売 

 屋内の給水給湯用配
管部材、および暖房関連
部材の販売 
 
QUMEXﾊﾟｲﾌﾟ、ヘッダ、継
手類、水栓ﾎﾞｯｸｽ類、さ
や管、関連部材、温水暖
房部材等の製品販売 

 埋設事業や地上事業に
関連する他社品の販売 
 
 
樹脂配管材料、鋳鉄配
管材料 

売上割合 約60％ 約20％ 約20％ 

販売先 管材商社・水道事業体 ﾊｳｽﾒｰｶｰ、管材商社 管材商社、水道事業体 

特徴 

 同じ装置でも使われる
地域、水道事業体によっ
て形状、仕様が異なるた
め、地域密着の営業体
制・多品種少量での生産
体制を展開 

 ﾊｳｽﾒｰｶｰからの要望を
CADで設計。配管図の設
計から自社で請け負う 

 給水取り出し工事や本
管布設替工事に関連す
る部材を一括納入 
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当社の概要 

過去３年間の業績動向 
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２０１４年３月期 決算概要 

2013年3月期 2014年3月期 前期比 

実績 構成比 実績 構成比 金額 ％ 

売上高 23,345 100.0% 25,363 100.0% +2,018 +8.6% 

営業利益 1,866 8.0％ 1,799 7.1% ▲66 ▲3.6% 

経常利益 2,063 8.8％ 2,094 8.3% +31 +1.5% 

当期純利益 1,203 5.2％ 1,291 5.1% +87 +7.3％ 

◆決算概要 
単位：百万円 
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売上高 当期純利益 経常利益 

◆業績推移 

２０１４年３月期 決算概要 
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*国土交通省 総合政策局 建設経済統計調査室 「建築着工統計調査報告」より  

２０１４年３月期 決算概要 

◆新設住宅着工戸数の推移 
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＜銅建値の月平均価格＞ ＜国産ナフサ 基準価格＞ 

◆主要原材料の動向 

２０１４年３月期 決算概要 

16 

単位：万円/ｔ 単位：円/kl 



上半期 2013年3月期 構成比 2014年3月期 構成比 対前年実績増減       

売上高 11,357 ― 12,114 ― +756 +6.7% 

営業利益 818 7.2% 750 6.2% ▲68 ▲8.3% 

経常利益 856 7.5% 837 6.9% ▲18 ▲2.1% 

当期純利益 495 4.4% 479 4.0% ▲16 ▲3.2% 

下半期 2013年3月期 構成比 2014年3月期 構成比 対前年実績増減       

売上高 11,987 ― 13,249 ― +1,261 +10.5% 

営業利益 1,047 8.7% 1,048 7.9% +1 +0.1% 

経常利益 1,207 10.1% 1,256 9.5% +49 +4.1% 

当期純利益 707 5.9% 811 6.1% +103 +14.7% 

単位：百万円 

２０１４年３月期 決算概要 

◆２０１４年3月期業績（上半期・下半期） 
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（セグメント年間売上高）  2013年3月期 構成比 2014年3月期 構成比 前期比 

埋設事業 14,180 60.7% 15,180 59.9% +999 +7.0% 

地上事業 （QUMEX） 4,283 18.4% 4,944 19.5% +660 +15.4% 

商品販売事業 4,106 17.6% 4,308 17.0% +202 +4.9% 

その他 773 3.3% 929 3.6% +155 +20.1% 

合計 23,345 100.0% 25,363 100.0% +2,018 +8.6% 

（ セ グ メ ン ト 年 間 利 益 ）  2013年3月期 
セグメント 

利益率 
2014年3月期 

セグメント 

利益率 
前期比 

埋設事業 4,093 28.9% 3,833 25.3% ▲260 ▲6.4% 

地上事業 （QUMEX） 961 22.4% 1,134 23.0% +173 +18.1% 

商品販売事業 477 11.6% 518 12.0% +40 +8.6% 

その他 120 15.6% 161 17.3% +40 +33.9% 

合計 5,652 24.2% 5,647 22.3% ▲4 ▲0.1% 

２０１４年３月期 決算概要 

◆セグメント別の状況 

単位：百万円 
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2013年3月期末 
実績 

2014年3月期末 
実績 

前期比 

流動資産 24,218 24,702 +483 

固定資産 12,624 12,521 ▲103 

流動負債 7,649 6,720 ▲928 

固定負債 720 742 +22 

純資産合計 28,473 29,761 +1,287 

総資産 36,843 37,224 +380 

自己資本比率 77.3% 80.0% +2.7ﾎﾟｲﾝﾄ 

単位：百万円 

２０１４年３月期 決算概要 

◆貸借対照表の状況 
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2013年3月期 2014年3月期 前期比 

現金及び現金同等物（期首） 9,751 10,531 +779 +8.0% 

同上の換算差額 105 173 +67    

営業活動による収入 2,075 162 ▲1,913 ▲92.2% 

投資活動による支出 ▲980 ▲280 +699   ― 

フリーキャッシュフロー 1,095 ▲118 ▲1,213 ▲110.8% 

財務活動による支出 ▲421 ▲421 0  ― 

現金及び現金同等物（期末） 10,531 10,165 ▲366 ▲3.5% 

２０１４年３月期 決算概要 

◆キャッシュ・フローの状況 

単位：百万円 
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2013年3月期 2014年3月期 前期比 

販売費用 3,415 3,525 +109 +3.2% 

 （荷造運送費） 675 740 +65 +9.6% 

 （その他） 2,740 2,785 +44 +1.6% 

一般管理費用 1,394 1,408 +13 +1.0% 

製造費用 1,981 2,052 +71 +3.6% 

 （労務費） 842 847 +5 +0.7% 

 （経費） 1,139 1,204 +65 +5.7% 

２０１４年３月期 決算概要 

◆販管費・製造費用の状況 ＜単体＞ 

単位：百万円 
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3. 2015年3月期 業績計画 
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2014年3月期 
実績 

構成比 
2015年3月期 

計画 
構成比 前期比 

売上高 25,363 ― 25,400 ― +36 +0.1% 

営業利益 1,799 7.1% 2,460 9.7% +660 +36.7% 

経常利益 2,094 8.3% 2,540 10.0% +445 +21.3% 

当期純利益 1,291 5.1% 1,500 5.8% +208 +16.2% 

2015年3月期 業績計画 

単位：百万円 

◆業績計画 
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上半期 
2014年3月期 

実績 
構成比 

2015年3月期 
計画 

構成比 前期比 

売上高 12,114 ― 11,950 ― ▲164 ▲1.4% 

営業利益 750 6.2% 890 7.4% +139 +18.6% 

経常利益 837 6.9% 930 7.8% +92 +11.0% 

当期純利益 479 4.0% 580 4.9% +100 +20.9% 

下半期 
2014年3月期 

実績 
構成比 

2015年3月期 
計画 

構成比 前期比 

売上高 13,249 ― 13,450 ― +200 +1.5% 

営業利益 1,048 7.9% 1,570 11.7% +521 +49.7% 

経常利益 1,256 9.5% 1,610 12.0% +353 +28.1% 

当期純利益 811 6.1% 920 6.8% +108 +13.4% 

2015年3月期 業績計画 

単位：百万円 

◆業績計画(上半期・下半期） 
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2015年3月期 業績計画 

セグメント年間売上高 
2014年3月期 

実績 
構成比 

2015年3月期 
計画 

構成比 前期比 

埋設事業 15,180 59.9% 14,900 58.6% ▲280 ▲1.8% 

地上事業（QUMEX) 4,944 19.5% 5,200 20.5% +256 +5.2% 

商品販売事業 4,308 17.0% 4,400 17.3% +92 +2.1% 

その他 929 3.6% 900 3.5% ▲29 ▲3.1% 

合計 25,363 100.0% 25,400 100.0% +36 +0.1% 

単位：百万円 

◆セグメント別の計画 
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2015年3月期 業績計画 

2014年3月期 2015年3月期 

実績 計画 前期比 増減率 

設備投資 

(固定資産取得 

ＣＦベース） 

808 650 ▲158 ▲19.6% 

減価償却費 638 550 ▲88 ▲13.8% 

研究開発費 289 320 +31 +10.7% 

従業員数(人） 537 540 +3 +0.6% 

単位：百万円 

◆設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員の動向 
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4. 2015年3月期方針等 
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2015年3月期方針等 

60周年へ向けステップの年 

安全 

持続 

強靭 

厚生労働省「新水道ビジョン」（平成25年3月）より 一部抜粋 

強
靭 確実な給水の確保 

安
全 水道水の安全の確保 

持
続 供給体制の持続性の確保 

給水装置は、水道をとりまく状況の変化に対応する時代へ 

1. 多品種の品揃えによる基盤強化 

2. 耐震化に適応した製品の拡充 

3. 付加価値の高い製品の開発 

4. 他社にない地域密着型営業網の最大活用 
28 



営業部門 

東日本 

営業部 

東北・北海道
支店 

営業所 

関東支店 営業所 

首都圏支店 営業所 

西日本 

営業部 

中部支店 営業所 

関西・中四国
支店 

営業所 

九州支店 営業所 

当社について 

組織変更決定（7月1日付） 

◆権限と責任を明確化 

◆迅速な意思決定で営業力強化 
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2015年3月期方針等 

復興事業と当社について 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 
H28年度 
以降 

調整中 計 

岩手県 
民間住宅用地 2 249 949 3,052 4,039 8,291 

災害公営住宅 118 456 1,445   2,829 1,121 5,969 

宮城県 
民間住宅用地 86 271 2,307 3,178 5,733 11,575 

災害公営住宅 50 1,293 5,460 5,039 3,623 15,465 

福島県 
民間住宅用地 27 231 406 339 1,202 2,205 

災害公営住宅 80 277 1,995 1,235 4,022 7,609 

単位：戸 面整備事業による民間住宅等用宅地及び災害公営住宅供給時期 

H26.5.13 復興庁 記者発表資料より 

災害公営住宅建設現場（福島県いわき市） 

◆H25年度累計での進捗率は、10％以下。 
 
◆供給は、Ｈ26年度以降、増加となる見通し。 
 
◆当社の埋設製品、地上製品は、災害公営
住宅などの復興事業にも使用されています。 
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2015年3月期方針等 

埋設事業の取り組み 
＜水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 

  サドル付分水栓・仕切弁・継手類＞ 

31 

耐震性に優れた配水管（水道本管）に適応した製品
について、継手類などのﾗｲﾝｱｯﾌﾟを増やしております。 



2015年3月期方針等 

組織変更を7月1日付で実施 地上事業の取り組み 

架橋ポリエチレン管（保温材付） 
０2カットパイプ5層 架橋ポリエリレ
ン管 （ペアチューブCD管付） 

暖房配管用架橋ポリエチレン管 

（高断熱ペアチューブ信号線付） 

＜暖房配管＞ ＜暖房配管＞ ＜給水・給湯配管＞ 
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床暖房用部材にも、自社制架橋ポリエチレン管を採用 



2015年3月期方針等 

配当計画 
普通配当35円を計画（中間15円+期末20円）  
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＜株主優待＞ 

   当社は、株主の皆様のご支援にお応えすると
ともに、当社株式への投資の魅力を一層高める
ことを目的として、年1回、株主優待制度を実施
しております。  



2015年3月期方針等 

◆会社指針 

Quality，Safety & Originality 

～弊社を「人」にあてはめると～ 

Quality 
品質は 

人格であり 

Safety 
安全は 

協調であり 

Originality 
独創は 

改革である 
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2015年3月期方針等 

Quality，Safety & Originality（QSO = 給装） 

品質（Quality）、安全（Safety）、独創（Originality）の略であります。  

＜お問い合わせ先＞ 
前澤給装工業株式会社 経営企画グループ 

電話：０３－３７１６－１５１３ 
E-mail: infomaezawa@qso.co.jp 
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