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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） 

（注） 平成20年３月期第1四半期の対前期増減率は、平成19年３月期第1四半期の連結財務諸表を作成しておりませんので記載しておりません。  

(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1四半期 4,137 ― 45 ― 116 ― 53 ―

20年3月期第1四半期 4,639 ― 151 ― 229 ― 131 ―

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1四半期 6.05 ―

20年3月期第1四半期 14.96 ―

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 17,043 7,852 46.1 891.40
20年3月期 17,749 7,922 44.6 899.35

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,852百万円 20年3月期  7,922百万円

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  無  
 

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 ― 13.00 ― 14.00 27.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 14.00 24.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 10,387 7.0 334 △14.0 506 △8.0 285 △6.1 32.42
通期 21,938 9.3 881 13.8 1,240 13.1 700 13.4 79.57

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．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は、異な  
る結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照ください。 
２．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。  

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1四半期  8,832,000株 20年3月期  8,832,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  23,018株 20年3月期  23,018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  8,808,982株 20年3月期第1四半期  8,809,240株



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、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、株式・為替市

場の変動に加えて、原油価格を始めとするエネルギー・原材料価格高騰等の影響から先行きの厳しい状況で推移しま

した。

　当企業グループの属する建設関連業界におきましては、企業の業況感が慎重化していることから設備投資の増勢が

鈍化しており、改正建築基準法の影響による着工遅延も依然不透明なまま解消しきれずに推移しました。

　このような状況の中、当企業グループにおいては、営業ネットワークの全国展開、そして地域密着型の新規及び深

耕開拓を積極的に推進することにより需要の獲得に尽力してまいりました。

　具体的には、平成20年５月に前期の西日本市場への進出を強固にするべく大阪府大阪市へ大阪営業所を開設し、同

８月には東京都板橋区へ池袋営業所をそれぞれ開設しました。さらに、同12月には埼玉県熊谷市へ熊谷営業所を開設

する予定であります。この拡大戦略に加えて既存顧客へのさらなるアプローチ、販売ターゲットの見直し等により新

規需要の創造に注力してまいりました。

　また、子会社の㈱木村電気工業においては、不透明感の増加する経済状況の中で、田中商事㈱との連携等による情

報の早期取得による新規需要の獲得、製造工程の効率化による利益率の向上、得意先の新規開拓による営業チャンス

の拡大等に尽力してまいりました。

　しかしながら、当第１四半期は予測とおりの厳しい環境にあり、連結売上高は4,137,874千円となりました。利益面

につきましては、営業利益45,413千円、経常利益116,076千円、四半期純利益53,268千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ706,373千円減少し、17,043,052千円となり

ました。

　流動資産は、前期末売上債権が回収されたことにより、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金が

減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ863,516千円減少し、7,431,937千円となりました。

　固定資産は、平成20年８月に開設した池袋営業所の土地・建物の取得等により、前連結会計年度末に比べ157,143

千円増加し、9,611,114千円となりました。

　流動負債は、支払手形及び買掛金の減少、短期借入金の返済による減少等により、前連結会計年度末に比べ

614,651千円減少し、8,442,357千円となりました。

　固定負債は、退職給付引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べ21,647千円減少し、748,409千円となり

ました。

　純資産は、剰余金の配当等により、前連結会計年度末に比べ70,074千円減少し、7,852,285千円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

136,106千円増加し、766,842千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少等により569,998千円となり

ました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、新設営業所の土地・建物の取得等に係る支払い等により276,658千円となりまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、借入金の返済及び利益配当金の支払い等により、157,233千円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の国内経済は不透明感があるものの、当第１四半期の戦略効果等をさらに強固にし、全展開している営業ネッ

トワークを駆使した経営基盤の拡充、新規需要の創造に努めてまいります。

　なお、現時点での平成21年３月期の連結業績予想は、平成20年５月９日の発表値で変更はありません。
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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

簡便な会計処理

　①一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等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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。　

　②固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する

方法によっております。

　なお、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。

　③法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債算定の方法

　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。

（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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「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）

が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。

　これによる損益への影響はありません。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　これによる損益への影響はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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 766,842 630,735

受取手形及び売掛金 5,045,744 6,029,626

商品 1,293,318 1,293,115

製品 68,649 71,313

原材料 130,870 110,449

貯蔵品 7,065 8,829

繰延税金資産 96,268 102,418

その他 43,380 73,354

貸倒引当金 △20,203 △24,388

流動資産合計 7,431,937 8,295,454

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,568,917 2,549,156

土地 6,242,392 6,091,726

その他（純額） 148,101 151,132

有形固定資産合計 8,959,412 8,792,015

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 32,054 35,332

無形固定資産合計 215,309 218,587

投資その他の資産   

その他 558,998 557,754

貸倒引当金 △122,604 △114,385

投資その他の資産合計 436,393 443,369

固定資産合計 9,611,114 9,453,971

資産合計 17,043,052 17,749,426

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,079,119 2,477,326

短期借入金 5,660,000 5,710,000

1年内償還予定の社債 110,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 47,000 64,000

未払法人税等 60,148 243,193

賞与引当金 202,689 156,683

その他 283,400 295,806

流動負債合計 8,442,357 9,057,008
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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) 

固定負債   

退職給付引当金 480,703 504,146

役員退職慰労引当金 245,930 242,700

その他 21,776 23,211

固定負債合計 748,409 770,057

負債合計 9,190,767 9,827,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 5,826,159 5,896,217

自己株式 △13,354 △13,354

株主資本合計 7,837,158 7,907,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,126 15,143

評価・換算差額等合計 15,126 15,143

純資産合計 7,852,285 7,922,359

負債純資産合計 17,043,052 17,749,426
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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） 

（単位：千円）

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) 

売上高 4,137,874

売上原価 3,367,930

売上総利益 769,943

販売費及び一般管理費 724,530

営業利益 45,413

営業外収益  

受取利息 3

仕入割引 74,390

その他 10,515

営業外収益合計 84,909

営業外費用  

支払利息 14,246

営業外費用合計 14,246

経常利益 116,076

特別利益  

固定資産売却益 1,325

その他 98

特別利益合計 1,424

特別損失  

固定資産売却損 96

特別損失合計 96

税金等調整前四半期純利益 117,404

法人税、住民税及び事業税 55,642

法人税等調整額 8,493

法人税等合計 64,136

四半期純利益 53,268
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 117,404

減価償却費 50,801

のれん償却額 3,056

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,034

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,006

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,230

受取利息及び受取配当金 △806

支払利息 14,246

固定資産除売却損益（△は益） △1,229

売上債権の増減額（△は増加） 980,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,198

その他の資産の増減額（△は増加） 11,413

仕入債務の増減額（△は減少） △379,645

その他の負債の増減額（△は減少） △28,713

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,068

小計 809,317

利息及び配当金の受取額 806

利息の支払額 △14,265

法人税等の支払額 △225,860

営業活動によるキャッシュ・フロー 569,998

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △278,442

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,734

貸付けによる支出 △314

貸付金の回収による収入 364

その他の支出 △949

その他の収入 949

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,658

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000

長期借入金の返済による支出 △17,000

配当金の支払額 △90,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,106

現金及び現金同等物の期首残高 630,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 766,842
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

①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）

　電設資材卸売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に
占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

②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在外支店がないため、該当事項はありません。

③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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（自　平成19年４月１日
 　至　平成19年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,639,798

Ⅱ　売上原価 3,708,371

売上総利益 931,427

Ⅲ　販売費及び一般管理費 779,962

営業利益 151,464

Ⅳ　営業外収益 93,055

１．受取利息 233

２．仕入割引 83,254

３．その他 9,567

Ⅴ　営業外費用 14,778

１．支払利息 14,672

２．その他 106

経常利益 229,741

Ⅵ　特別利益 5,711

Ⅶ　特別損失 643

税金等調整前四半期純利
益

234,809

税金費用 103,031

四半期純利益 131,777
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（自　平成19年４月１日
 　至　平成19年６月30日)

区分 金額（千円）

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

234,809

減価償却費 46,125

のれん償却額 3,056

貸倒引当金の減少額 △11,758

賞与引当金の増加額 3,900

退職給付引当金の増加額 13,390

役員退職慰労引当金の増
加額

3,435

受取利息及び受取配当金 △1,062

支払利息 14,672

固定資産除売却損 685

固定資産売却益 △2

売上債権の減少額 1,007,065

たな卸資産の増加額 △188,109

差入保証金の減少額 294,278

その他資産の減少額 1,286

仕入債務の減少額 △229,920

その他負債の増加額 135,891

未払消費税等の減少額 △34,948

小計 1,292,793

利息及び配当金の受取額 1,062

利息の支払額 △14,222

法人税等の支払額 △422,548

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

857,085
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前年同四半期

（自　平成19年４月１日
 　至　平成19年６月30日)

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

有形無形固定資産の取得
による支出

△12,512

有形無形固定資産の売却
による収入

119

貸付けによる支出 △62

貸付金の回収による収入 165

その他の投資による支出 △3,357

その他の投資の回収よる
収入

767

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△14,880

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額 △160,000

長期借入金の返済による
支出

△42,000

自己株式の取得による支
出

△71

配当金の支払額 △237,849

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△439,921

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

402,283

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

687,852

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,090,135
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（３）セグメント情報

①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（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　電設資材卸売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に
占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

②所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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在外支店がないため、該当事項はありません。

③海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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。
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