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１．平成２１年３月期第１四半期の連結業績（平成20年4月1日　～　平成20年6月30日）

（１）　連結経営成績（累計）

　　   　  　百万円　　％   　 百万円 　％    百万円　　％    　　百万円 ％

　21年3月期第1四半期   6,703 (  －)    307　(  －)    321   (   －)    131  (  －)
　20年3月期第1四半期   7,153 ( 8.7)    443  (26.7)    439   (39.0)    217  (47.3)

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1四半期      8     84 　　－　　－
　20年3月期第1四半期     14     65 　　－　　－
　
（２）　連結財政状態

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 18,536 6,316       30.2     377    57
17,044 6,199       32.6     374    15

（参考）自己資本　　21年3月期第１四半期  5,605 百万円　　　20年3月期  5,555 百万円

２．配当の状況

第１ 第2 第3
四半期末 四半期末 四半期末

　 　　　 　円 　銭 　　　 　円 　銭 　　 　　円 　銭 　　 　　円 　銭 　　　　円 　銭

 20年3月期 　　　－　－ 　　　－　－ 　　　－　－       6   00       6   00
 21年3月期 　　　－　－
 21年3月期(予想) 　　　－　－ 　　　－　－       6   00
（注）配当予想の当四半期における修正の有無　：　無

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、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 14,195 (   －)   870 (    －)    850 (   －)   415 (    －)   27    95
通　 　　期 26,370 (△0.1) 1,260 (  11.7)  1,200 (  7.8)   625 (  20.2)   42    10

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　無

　

１株当たり
四半期純利益

   6   00

（基準日）

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

　20年3月期

平成２１年３月期 第１四半期決算短信

１株当たり配当金

期　末 年　間

（％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

（百万円未満切捨て）
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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 ：　無
　　　　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 ：　有
　　　　の会計処理の適用

　　　（注）　詳細は、４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）
　　　　①　会計基準等の改正に伴う変更 ：　有
　　　　②　①以外の変更 ：　無

　　　（注）　詳細は、４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）
　　　　①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  15,180,000 株 20年3月期           15,180,000 株

　　　　②　期末自己株式数 21年3月期第1四半期     333,770 株 20年3月期              332,971 株

　　　　③　期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第1四半期  14,846,441 株 20年3月期第１四半期 14,849,319 株

 

 
 

※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の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、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。
なお、前記の平成２１年３月期連結業績予想につきましては、平成２０年５月１２日に発表した業績予想を、
平成２０年７月２２日に「平成２１年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」として修正発表しておりま
す。

　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。
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　【　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

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による物価の上昇が消費マインドを
冷え込ませており、企業の業績にとって先行きの不透明感が増す展開となっております。
　このような状況における当社グループの業績は、卸売事業では、昨年からの「改正建築基
準法」施行に伴う混乱は収まりつつあるものの、景気の低迷による住宅取得意欲の低下から
新設住宅着工戸数は依然低水準となっており厳しい環境が続いております。
こうした中、昨年より注力してまいりました「高気密、高断熱」を中心とした住宅性能向上
のための提案営業が業績に結びつきつつあります。
　小売事業では、食料品を中心とした物価の上昇による個人消費意欲の低下傾向が続く中、
大型ホームセンターを経営する㈱ジョイフルエーケーにおいては、４月に屯田店、大曲店の
売場増床オープンさせたことにより、来店客数で前年同期比３．２％増加、売上でも３．１
％の増加となりました。
多彩な企画や催事の継続的な開催や常に変化させる売場造りが顧客満足度の向上へと繋がっ
てはおりますが、一方では仕入価格の上昇に伴う利益率の低下の傾向も見られてきておりま
す。
　不動産事業では、前期に８億３千万円の売上を計上した｢ベイシティガーデン小樽｣のマン
ション販売も終了しており、現在は所有不動産の賃貸で安定的な収入を上げております。
　その他事業では、建設足場レンタル事業の第２ヤードが今秋開設の予定であり、今後の
事業拡大に向けた積極的な市場開拓に注力しております。
　この結果、当第１四半期における業績は、売上高６７億３百万円（前年同期比６．３
％減）、営業利益３億７百万円（前年同期比３０．７％減）、経常利益３億２１百万円
（前年同期比２６．９％減）、四半期純利益につきましては、１億３１百万円（前年同期比
３９．７％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は、商品及び製品の増加や売上債権の増加などにより１８５
億３６百万円となり、前連結会計年度末比１４億９１百万円の増加となりました。
純資産につきましては、６３億１６百万円で、前連結会計年度末比１億１７百万円の増加と
なり、自己資本比率は３０．２％となっております。

（連結キャッシュ・フローの状況）
　　当第１四半期における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ３億
　９１百万円増加し、１１億７４百万円となりました。

・営業活動によるキャッシュ・フロー
　　営業活動により得られた資金は、５億９０百万円となりました。これは主に、仕入債務
　の増加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
　　投資活動により使用した資金は、１２億３６百万円となりました。これは主に、子会社
　の有形固定資産の取得に伴う支出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
　　財務活動により得られた資金は、１０億３７百万円となりました。これは主に、長期借
　入金の増加によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成２０年７月２２日付で「平成２１年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」として
発表した業績予想の内容と変更はありません。

（注）上記の予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。
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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）

該当事項はありません。

　（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
　　　　　①棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、
前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法
によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて
のみ正味売却価格を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと
著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において算定した貸倒実績率
の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

　（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

　 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」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）を
当第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下げの方法）に変更しております。
　これにより、当第１四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純利益は、158,351
千円減少しております。
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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

 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 1,178,527 787,393

　　　受取手形及び売掛金 2,525,227 1,966,688

　　　商品及び製品 3,279,730 2,685,180

　　　その他のたな卸資産 298,383 473,219

　　  その他 396,425 319,531

　　　貸倒引当金 △  22,155 △  18,110

　　　流動資産合計 7,656,139 6,213,904

　 固定資産

　　　有形固定資産

　　　　建物及び構築物（純額） 5,363,361 5,445,481

　　　　土地 2,594,494 2,594,494

　　　　その他（純額） 1,863,908 1,867,879

　　　　有形固定資産合計 9,821,763 9,907,854

  　　無形固定資産 16,770 17,695

　　　投資その他の資産

　　　　その他 1,074,607 935,080

 　　 　貸倒引当金 △  33,221 △  29,917

　　　　投資その他の資産合計 1,041,386 905,163

　　　固定資産合計 10,879,919 10,830,713

　 資産合計 18,536,059 17,044,617

負債の部

　 流動負債

　　　支払手形及び買掛金 2,971,947 1,693,064

　　　短期借入金 1,805,336 1,593,076

　　　未払法人税等 59,715 130,074

　　　賞与引当金 111,504 104,580

　　　その他 614,389 1,578,589

　　　流動負債合計 5,562,892 5,099,384

　 固定負債

　　　長期借入金 5,310,580 4,396,044

　　　退職給付引当金 278,798 279,874

　　　役員退職慰労引当金 363,562 363,562

　　　その他 703,715 706,564

　　　固定負債合計 6,656,655 5,746,044

　 負債合計 12,219,547 10,845,428

　　（単位：千円）

前連結会計年度末に係る当第１四半期連結会計期間末

　

（平成２０年６月３０日）

　　　　

株式会社キムラ（７４６１）　平成２１年３月期第１四半期決算短信

－ 5 －



 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 793,350 793,350

　　　資本剰余金 834,500 834,500

　　　利益剰余金 4,094,011 4,051,861

　　　自己株式 △ 128,647 　　△ 128,405

　　　株主資本合計 5,593,214 5,551,305

　 評価・換算差額等

   　 その他有価証券評価差額金 27,919 19,411

　　　土地再評価差額金 △  15,687 △  15,687

　　　評価・換算差額等合計 12,232 3,723

　 少数株主持分 711,065 644,158

　 純資産合計 6,316,512 6,199,188

負債純資産合計 18,536,059 17,044,617

（平成２０年６月３０日）

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る

　　（単位：千円）
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(２) 四半期連結損益計算書
　　【第１四半期連結累計期間】

（自　平成２０年４月　１日

 　至　平成２０年６月３０日）

　　売上高 6,703,706

　　売上原価 5,129,829

　　売上総利益 1,573,877

 　　販売費及び一般管理費

 　  　従業員給料及び賞与 481,763

 　　　賞与引当金繰入額 61,924

 　　　退職給付費用 6,967

 　　　貸倒引当金繰入額 7,350

 　　　その他 708,275

　 　　販売費及び一般管理費合計 1,266,281

　　営業利益 307,595

　　営業外収益

　　　受取利息 456

　　　仕入割引 18,570

　　　デリバティブ評価益 21,084

　　　その他 15,900

　　　営業外収益合計 56,012

　　営業外費用

　　　支払利息 29,150

　　　売上割引 11,956

　　　その他 1,177

　　　営業外費用合計 42,285

　　経常利益 321,323

　　特別損失

　　　固定資産除売却損 8,679

　　　たな卸資産評価損 158,351

　　　特別損失合計 167,031

　　税金等調整前四半期純利益 154,291

　　法人税、住民税及び事業税 51,518

　　法人税等調整額 △  95,394

　　法人税等合計 △  43,876

　　少数株主利益 66,936

　　四半期純利益 131,232

当第１四半期連結累計期間

　

（単位：千円）
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(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（自　平成２０年４月 １日
 　至　平成２０年６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 154,291

　　　減価償却費 99,298

　　　退職給付引当金の増減額 △   1,076

　　　賞与引当金の増減額 6,924

　　　貸倒引当金の増減額 7,350

　　　受取利息及び受取配当金 △     456

　　　支払利息 29,150

　　　デリバティブ評価損益 △  21,084

　　　固定資産除売却損益 8,679

　　　売上債権の増減額 △ 558,538

　　　たな卸資産の増減額 △ 419,714

　　　仕入債務の増減額 1,278,882

　　　未払消費税等の増減額 △  52,673

　　　その他 197,808

　　　小計 728,839

　　　利息及び配当金の受取額 455

　　　利息の支払額 　△  29,716

　　　法人税等の支払額 　△ 109,242

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 590,337

　　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 　△ 1,235,513

　　　投資有価証券の取得による支出 △   1,398

　　　貸付金の回収による収入 235

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 　△ 1,236,676

　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の増減額（純額） 160,000

　　　長期借入れによる収入 1,300,000

　　　長期借入金の返済による支出 　△ 333,204

　　　自己株式の取得による支出 △     242

　　　配当金の支払額 　△  89,082

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,037,471

　　現金及び現金同等物の増減額 391,132

　　現金及び現金同等物の期首残高 783,164

　　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,174,297

　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。

(４) 継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。

（単位：千円）
当第１四半期連結累計期間
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(５) セグメント情報

　（事業の種類別セグメント情報）
 当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年６月30日）

消去
又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,907,498 3,575,828 84,670 135,710 6,703,706 　　　－ 6,703,706

(2)セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

　　計 3,128,408 3,577,744 94,357 135,710 6,936,219 (232,513) 6,703,706

営業利益 189,232 95,056 53,603 38,709 376,599 ( 69,004) 307,595

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　商品及び市場の類似性を考慮して事業区分を行っております。

　　　　２．各区分に属する主要な商品

住宅金物、住宅資材、住宅機器、エクステリア、

機械工具、仮設資材、ビル用サッシ　等

ＤＩＹ用品、家庭用品、ペット用品、レジャー用品、

建築資材、園芸用品、インテリア、農業用資材　等

建築資材専門店 電動工具、建築金物、大工道具、塗料　等

不動産事業 マンション分譲、不動産賃貸及び販売

その他 足場レンタル　等

　（所在地別セグメント情報）
 当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

　（海外売上高）
 当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

(６) 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。

220,910 1,916 9,687 －

不動産事業 その他卸売事業 小売事業

       （単位：千円）

計 連　　結

232,513 (232,513) －

事業区分 主要商品

卸売事業

小売事業
ホームセンター
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「参考資料」
前四半期に係る財務諸表
　（１）（要約）四半期連結損益計算書
　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

　　期　　別 （平成２０年３月期

　　科　　目 　第１四半期）

金　　　額

Ⅰ　売上高 7,153,730

Ⅱ　売上原価 5,527,239

　　売上総利益 1,626,490

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,182,850

　　営業利益 443,640

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 2,137

　　　仕入割引 18,247

　　　その他 17,192

　　営業外収益合計 37,577

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 28,462

　　　売上割引 9,822

　　　その他 3,182

　　営業外費用合計 41,466

　　経常利益 439,750

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 291

税金等調整前四半期純利益 439,458

法人税、住民税及び事業税 158,988

法人税等調整額 16,018

少数株主利益 46,907

四半期純利益 217,544

前年同四半期

　

（単位：千円）
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

（単位：千円）

　　期　　別 （平成２０年３月期

　　区　　分  　第１四半期）

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純利益 439,458
　　　減価償却費 85,664
　　　賞与引当金の増減額 4,620
　　　貸倒引当金の増減額 12,734
　　　役員退職慰労引当金の増減額 3,381
　　　支払利息 28,462
　　　売上債権の増減額 　△   640,475
　　　たな卸資産の増減額 99,575
　　　仕入債務の増減額 311,599
　　　その他 　△   338,072

　　　　　　　　小　　　計 6,949

　　　法人税等の支払額 　△   517,928
　　　その他 　△ 　  7,253

　営業活動によるキャッシュ・フロー 　△   518,232

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 　△    79,755
　　　投資有価証券の取得による支出 △     1,427
　　　その他 230

　投資活動によるキャッシュ・フロー 　△    80,952

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　社債の償還による支出 △   500,000
　　　長期借入れによる収入 700,000
　　　長期借入金の返済による支出 　△   142,105
　　　配当金の支払額 　△    89,097
　　　その他 　△       365

　
　財務活動によるキャッシュ・フロー 　△    31,567

　
Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 　△   630,753
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,884,526
Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,253,773

　

前年同四半期
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(３) セグメント情報

　（事業の種類別セグメント情報）

 前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）
       （単位：千円）

卸売事業 小売事業 不動産事業 その他 計
消去

連　　結
又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,799,975 3,476,338 745,311 132,106 7,153,730 － 7,153,730

(2)セグメント間の内部
234,539 1,652 9,028 0 245,219 (245,219) －

　　売上高又は振替高

　　計 3,034,514 3,477,990 754,339 132,106 7,398,949 (245,219) 7,153,730

営業費用 2,824,202 3,315,280 648,356 96,960 6,884,798 (174,708) 6,710,090

営業利益 210,312 162,710 105,983 35,146 514,151 ( 70,511) 443,640
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