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（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年３月期第１四半期の業績（平成 20 年３月 21 日 ～ 平成 20 年６月 20 日） 
(1) 経営成績                              （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

21 年３月期第１四半期 2,413 (△6.0) △21 (   － ) 2 (△91.9) 16 (△26.0)

20 年３月期第１四半期 2,567 (6.7) 8 (△41.2) 33 (△18.7) 22 ( 56.3)

20 年３月期 12,027 133 250  138 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

21 年３月期第１四半期 3 71 ――――― 

20 年３月期第１四半期 5 01 ――――― 

20 年３月期 31 48 ――――― 
 
(2) 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

21 年３月期第１四半期 5,895 1,976 33.5 450 15 

20 年３月期第１四半期 5,953 1,892 31.8 430 61 

20 年３月期 6,256 1,995 31.9 454 40 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年３月期第１四半期 599 △21 △183 1,022 

20 年３月期第１四半期 224 △3 67 857 

20 年３月期 69 △24 14 628 

 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

21 年３月期第１四半期
  円   銭

－ 

20 年３月期第１四半期 － 
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３．平成 21 年３月期の業績予想（平成 20 年３月 21 日 ～ 平成 21 年３月 20 日） 【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 5,792 (0.5) 19 (△50.5) 74 (△21.9) 37 (△42.4) 8 42 

通     期 12,000 (△0.2) 53 (△60.2) 155 (△38.2) 77 (△44.3) 17 53 

 
 
４．その他 

  
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有・無 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 
 

： 有・無 

 
［（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。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 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、本資料の発表日現在において入手可能な

情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性

があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、銅地金等原材料価格並びに原油価格の高騰が長期化しており、加え

て米国サブプライムローン問題に端を発した国際金融市場の混乱等の要因により景気の先行きに不透明感が

増加しております。 

 当社の属する電気機器電設資材卸業界におきましては、建築基準法の改正による建築着工の遅延が克服さ

れておらず、企業活動を一段と効率化することが求められる状況にあります。 

 こうした情勢の中で、物件受注に積極的に努めてまいりましたが、当第１四半期の売上高は前期比 6.0％減

の 2,413 百万円となりました。利益面につきましては、営業損失 21 百万円（前年第１四半期は営業利益 8百

万円）、経常利益は 2百万円（前年同期比 91.9％減）となりました。四半期純利益については、貸倒実績率の

低下及び営業債権の減少に伴う過年度の貸倒引当金戻入額 29 百万円が発生したことにより、16 百万円（前年

同期比 26.0％減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 
（財政状態の変動状況） 
 当第１四半期末の総資産は 5,895 百万円となり、前事業年度末に比べ 360 百万円減少いたしました。流動

資産は 4,766 百万円となり、358 百万円減少いたしました。主な要因は売掛金の減少等です。固定資産は 1,129
百万円となり、2 百万円減少いたしました。 
 当第１四半期末の負債合計は 3,918 百万円となり、前事業年度末に比べ 341 百万円減少いたしました。流

動負債は 3,759 百万円となり、前事業年度末に比べ 346 百万円減少いたしました。主な要因は短期借入金の

減少や、買掛金の減少です。固定負債は 159 百万円となり、4 百万円増加いたしました。 
 当第１四半期末の純資産の部は 1,976 百万円となり、前事業年度末と比べ 19 百万円減少いたしました。主

な要因は配当金の支払です。 
（キャッシュ・フローの状況） 
 当第１四半期におけるキャッシュ・フローは、売掛金の資金化が進んだ結果、営業活動の資金収入が 599 
百万円となり、固定資産取得等による投資活動の資金支出が 21 百万円、短期借入金の返済により財務活動の

資金支出が 183 百万円となりました。 
 この結果、現金及び現金同等物の第１四半期末残高は 1,022 百万円となり、前事業年度末と比べて 394 百

万円増加しました。 
 

３．業績予想に関する定性的情報 
 上記の業績予想につきましては、平成 20 年５月９日発表の数値と同じであり、変更はありません。 
 

４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 財務諸表等の作成に際しては、中間財務諸表規則に準拠しておりますが、以下の事項については実施して

おりません。 

・実地たな卸 

・有価証券の時価評価 

・退職給付会計の処理 

 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

 該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期財務諸表 
(1) （要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

前第１四半期 

(平成19年６月20日現在)

当第１四半期 

(平成20年６月20日現在）
増減 

（参考） 

前期 

(平成20年３月20日現在)

期 別 

 

科 目 

 
金 額 金 額 金 額 

増減率 
(％) 

金 額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１.現金及び預金 857,160 1,022,583  628,211

２.受取手形 2,094,943 1,948,573  2,164,734

３.売掛金 1,404,982 1,294,815  1,984,623

４.たな卸資産 390,966 374,603  260,207

５.その他 118,681 130,925  119,971

６.貸倒引当金 △63,047 △4,760  △32,804

流動資産合計 4,803,687 4,766,742 △36,945 △0.8 5,124,943

Ⅱ 固定資産  

１.有形固定資産  

(1)建物 264,961 260,285  259,602

(2)土地 415,040 415,040  415,040

(3)その他 47,687 50,960  52,357

有形固定資産合計 727,689 726,285 △1,403 △0.2 726,999

２.無形固定資産 55,821 48,607 △7,213 △12.9 52,563

３.投資その他の資産  

(1)投資有価証券 94,577 74,612  74,594

(2)その他 325,798 357,942  357,640

(3)貸倒引当金 △53,957 △78,437  △80,340

投資その他の資産合計 366,418 354,117 △12,300 △3.4 351,893

固定資産合計 1,149,928 1,129,010 △20,917 △1.8 1,131,456

資産合計 5,953,616 5,895,753 △57,863 △1.0 6,256,400
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（単位：千円） 

前第１四半期 

(平成19年６月20日現在)

当第１四半期 

(平成20年６月20日現在）
増減 

（参考） 

前期 

(平成20年３月20日現在)

期 別 

 

科 目 

 
金 額 金 額 金 額 

増減率 
(％) 

金 額 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１.支払手形 412,080 438,699  488,910

２.買掛金 832,994 815,267  944,523

３.短期借入金 2,400,000 2,200,000  2,350,000

４.賞与引当金 103,765 116,307  87,057

５.役員賞与引当金 5,850 8,700  8,700

６.その他 155,928 180,093  226,220

流動負債合計 3,910,618 3,759,067 △151,550 △3.9 4,105,411

Ⅱ 固定負債  

１.退職給付引当金 104,442 106,079  103,183

２.役員退職慰労引当金 45,995 53,708  51,866

固定負債合計 150,437 159,788 9,351 6.2 155,050

負債合計 4,061,055 3,918,855 △142,199 △3.5 4,260,462

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１.資本金 611,650 611,650 ― ― 611,650

２.資本剰余金 691,950 691,950 ― ― 691,950

３.利益剰余金 580,023 677,485 97,462 16.8 696,320

４.自己株式 △5,563 △6,500 △937 16.8 △6,293

株主資本合計 1,878,060 1,974,585 96,524 5.1 1,993,626

Ⅱ 評価・換算差額等  

１.その他有価証券評価差額金 14,500 2,312 △12,188 △84.1 2,312

評価・換算差額等合計 14,500 2,312 △12,188 △84.1 2,312

純資産合計 1,892,561 1,976,897 84,336 4.5 1,995,938

負債・純資産合計 5,953,616 5,895,753 △57,863 △1.0 6,256,400
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(2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

前第１四半期 

(自 平成19年３月21日

至 平成19年６月20日)

当第１四半期 

(自 平成20年３月21日

至 平成20年６月20日)

増減 

（参考） 

前期 

(自 平成19年３月21日

至 平成20年３月20日)

 

期 別 

 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 
増減率 
(％) 

金 額 

Ⅰ 売上高 2,567,653 2,413,062 △154,590 △6.0 12,027,319

Ⅱ 売上原価 2,154,410 2,023,893 △130,516 △6.1 10,171,751

売上総利益 413,242 389,169 △24,073 △5.8 1,855,567

Ⅲ 販売費及び一般管理費 405,033 410,812 5,779 1.4 1,722,365

営業利益 8,209 △21,643 △29,852 ― 133,202

Ⅳ 営業外収益 38,843 39,213 370 1.0 171,165

Ⅴ 営業外費用 13,883 14,867 983 7.1 53,377

経常利益 33,168 2,703 △30,465 △91.9 250,990

Ⅵ 特別利益 8,194 29,947 21,753 265.5 19,357

Ⅶ 特別損失 139 52 △86 △62.2 5,426

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

41,223 32,597 △8,625 △20.9 264,922

税金費用 19,196 16,292 △2,904 △15.1 126,598

四半期（当期）純利益 22,026 16,305 △5,721 △26.0 138,323
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(3) （要約）四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期（要約）株主資本等変動計算書（自平成 19 年３月 21 日 至平成 19 年６月 20 日）   （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本 
剰余金 

利益 
剰余金 自己株式 株主資本 

合計 

評価・換算

差額等 
純資産 
合計 

平成19年３月20日残高 611,650 691,950 593,157 △5,563 1,891,194 15,895 1,907,089 
第１四半期中の変動額        
 剰余金の配当 ― ― △35,160 ― △35,160 ― △35,160 
 四半期純利益 ― ― 22,026 ― 22,026 ― 22,026 
 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― 
 株主資本以外の項目の 
 第１四半期中の変動額 
 （純額） 

― ― ― ― ― △1,394 △1,394 

第１四半期中の変動額合計 ― ― △13,133 ― △13,133 △1,394 △14,528 
平成19年６月20日残高 611,650 691,950 580,023 △5,563 1,878,060 14,500 1,892,561 

 

当第１四半期（要約）株主資本等変動計算書（自平成 20 年３月 21 日 至平成 20 年６月 20 日）   （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本 
剰余金 

利益 
剰余金 自己株式 株主資本 

合計 

評価・換算

差額等 
純資産 
合計 

平成20年３月20日残高 611,650 691,950 696,320 △6,293 1,993,626 2,312 1,995,938 
第１四半期中の変動額        
 剰余金の配当 ― ― △35,139 ― △35,139 ― △35,139 
 四半期純利益 ― ― 16,305 ― 16,305 ― 16,305 
 自己株式の取得 ― ― ― △206 △206 ― △206 
 株主資本以外の項目の 
 第１四半期中の変動額 
 （純額） 

― ― ― ― ― ― ― 

第１四半期中の変動額合計 ― ― △18,834 △206 △19,041 ― △19,041 
平成20年６月20日残高 611,650 691,950 677,485 △6,500 1,974,585 2,312 1,976,897 

 

前期（要約）株主資本等変動計算書（自平成 19 年３月 21 日 至平成 20 年３月 20 日）   （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本 
剰余金 

利益 
剰余金 自己株式 株主資本 

合計 

評価・換算

差額等 
純資産 
合計 

平成19年３月20日残高 611,650 691,950 593,157 △5,563 1,891,194 15,895 1,907,089 
事業年度中の変動額        
 剰余金の配当 ― ― △35,160 ― △35,160 ― △35,160 
 当期純利益 ― ― 138,323 ― 138,323 ― 138,323 
 自己株式の取得 ― ― ― △730 △730 ― △730 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 （純額） 

― ― ― ― ― △13,583 △13,583 

事業年度中の変動額合計 ― ― 103,162 △730 102,432 △13,583 88,848 
平成20年３月20日残高 611,650 691,950 696,320 △6,293 1,993,626 2,312 1,995,938 
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(4) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前第１四半期 

(自 平成19年３月21日 

至 平成19年６月20日)

 
当第１四半期 

(自 平成20年３月21日 

至 平成20年６月20日) 

（参考） 

前期 

(自 平成19年３月21日 

至 平成20年３月20日)

 

期 別 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純利益 41,223 32,597 264,922

減価償却費 11,215 12,401 45,242

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,000 2,896 1,741

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 995 1,842 6,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,648 △29,947 △17,508

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,749 29,250 12,041

役員賞与引当金の増減額（△は減少） ― ― 2,850

受取利息及び配当金 △662 △733 △5,275

支払利息 6,301 5,820 22,751

投資有価証券売却益 △2,401 ― △2,401

有形固定資産除却損 139 52 5,426

受取手形の増減額（△は増加） 41,799 216,160 △27,991

売掛金の増減額（△は増加） 441,080 689,807 △138,559

商品の増減額（△は増加） △159,864 △114,395 △29,105

前払費用の増減額（△は増加） 630 △2,036 1,538

未収入金の増減額（△は増加） 2,559 8,575 1,175

その他流動資産の増減額（△は増加） △147 △7,368 48

破産更生債権等の増減額（△は増加） 18,789 1,827 △5,304

支払手形の増減額（△は減少） 18,996 △50,210 95,826

買掛金の増減額（△は減少） △39,972 △129,256 71,557

未払金の増減額（△は減少） △13,402 △8,944 8,390

未払費用の増減額（△は減少） 2,874 2,925 1,204

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,408 △5,860 △17,609

預り金の増減額（△は減少） 5,802 3,803 2,305

その他 △4,068 △5,625 △1,265

小  計 365,583 653,579 298,868

利息及び配当金の受取額 1,115 1,317 5,333

利息の支払額 △5,689 △5,836 △22,848

法人税等の支払額 △136,648 △49,704 △211,416

営業活動によるキャッシュ・フロー 224,360 599,355 69,937
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（単位：千円） 

 
前第１四半期 

(自 平成19年３月21日 

至 平成19年６月20日)

 
当第１四半期 

(自 平成20年３月21日 

至 平成20年６月20日) 

（参考） 

前期 

(自 平成19年３月21日 

至 平成20年３月20日)

 

期 別 

科 目 

 金 額 金 額 金 額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,998 △21,948 △19,196

無形固定資産の取得による支出 △3,527 ― △11,326

投資有価証券の売却による収入 4,776 ― 4,776

投資有価証券の取得による支出 △16 △17 △348

その他 △634 167 1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,400 △21,798 △24,254

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 100,000 △150,000 50,000

自己株式の取得による支出 ― △206 △730

配当金の支払額 △32,278 △32,977 △35,220

財務活動によるキャッシュ・フロー 67,721 △183,184 14,048

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288,681 394,372 59,731

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 568,479 628,211 568,479

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 857,160 1,022,583 628,211

 


