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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成20年11月20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5月期第2四半期 25,581 ― 1,617 ― 2,076 ― 1,060 ―

20年5月期第2四半期 26,857 3.6 2,058 6.5 2,551 7.5 1,487 14.9

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5月期第2四半期 95.52 ―

20年5月期第2四半期 131.93 ―

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5月期第2四半期 36,304 27,629 76.0 2,511.95
20年5月期 35,676 27,108 75.9 2,429.24

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  27,608百万円 20年5月期  27,083百万円

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5月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
21年5月期 ― 26.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 24.00 50.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年5月21日～平成21年5月20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  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

通期 53,500 0.7 4,060 3.2 5,000 2.7 2,850 5.1 255.63

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  

(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） 

(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．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、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情報に基づいており、 
  実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 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」（企業会計基準大12号）及び「四半期財務諸表に冠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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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5月期第2四半期  11,405,400株 20年5月期  11,405,400株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  406,000株 20年5月期  256,400株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  11,082,270株 20年5月期第2四半期  11,273,754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２四半期連結会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に端を発した世界同時不況が、 

   金融危機によって更に増幅され、不動産業界を中心に倒産が相次ぐなど、経済政策の効果が見られないまま、未 

   曾有の不景気へと転落し始めてまいりました。 

     当社グループに関連する住宅関連業界においても、改正建築基準法の影響による住宅着工遅延の解消も進展が 

   見られず、急速な企業業績の悪化や景気先行き懸念を背景とした個人消費の抑制などと相まって、厳しい環境下 

   での推移となりました。 

     このような状況下で、当社グループは、新規開拓、小口多数販売、付加価値サービスの提供といった基本戦略 

   を徹底、ルートセールスに基づく地域密着営業により受注活動を展開するとともに、債権管理を更に強化してま 

   いりました。エアコン類やオール電化関連商品などの販売が増加する一方で、一部素材価格の急激な低下による 

   売値の低下や競合他社による乱売の影響を受けた結果、当四半期連結会計期間の売上高は129億6千8百万円となり

   ました。 

     損益面につきましては、更なる経営の効率化を推進しましたが、内部統制システムの構築、運用に関連した経

  費の増加などにより、営業利益は7億9千万円、経常利益は10億7千6百万円、四半期純利益は4億9千4百万円となり

  ました。 

    なお、平成21年5月期第1四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年5月期第1四半期 

   決算短信（平成20年10月2日開示）をご参照ください。 

     

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産・負債の状況  

（流動資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、223億4千8百万円となり、前連結会計年度末に 

 比べ 1億9千8百万円増加しました。これは主に現金及び預金の1億5千7百万円増加、受取手形及び売掛金の 

 1億3千7百万円増加、商品の8千2百万円減少によるものであります。 

    （固定資産） 

     当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、139億5千6百万円となり、前連結会計年度末に 

    比べ4億3千万円増加しました。これは主に営業所用土地の購入や建物の建築などによる有形固定資産の4億 

    4千1百万円増加によるものであります 

    （流動負債）  

     当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、72億9千6百万円となり、前連結会計年度末に比

    べ8千1百万円増加しました。これは主に買掛金の2億9千6百万円増加、短期借入金の2億6千1百万円増加、未

        払法人税等の3億9千9百万円減少によるものであります。 

    （固定負債） 

     当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、13億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比

    べ大きな変動はありません。 

    （純資産） 

     当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、276億2千9百万円となり、前連結会計年度末に比 

    べ5億2千万円増加しました。これは主に当四半期純利益等の計上に伴う利益剰余金の7億8千2百万円増加、 

    自己株式の取得による2億1百万円の減少によるものであります。 

  

      以上により、当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6億2千8百万円増加 

   して、363億4百万円となっております。 

  



（2）キャッシュ・フローの状況  

     当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、113億9千5百万円となり、前連結会 

 計年度末と比較して1億5千7百万円の増加となりました。 

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動の結果取得した資金は、9億6千9百万円となりました。 

    これは主に、税金等調整前四半期純利益20億7千9百万円、減価償却費1億7千6百万円、仕入債務の増加 

    額2億9千6百万円等の増加の一方、売上債権の増加額1億5千万円、営業保証金の増加による支出1億円、法人 

    税等の支払額14億2千3百万円等の減少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） 

     投資活動の結果使用した資金は、5億8千3百万円となりました。 

    これは主に、固定資産の購入による支出6億2千1百万円等の減少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） 

      財務活動の結果使用した資金は、2億2千8百万円となりました。 

     これは主に、短期借入金の2億6千1百万円増加の一方、自己株式の取得による支出2億1百万円、配当金の支 

       払い2億7千8百万円等の減少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 

   下期におきましては、基本戦略を徹底して推進するとともに、需要増加が見込まれる商品の販売を強化いたし 

 ます。景気の影響を見極める必要はありますが、平成20年７月17日公表の業績予想に変更ありません。  

  

  

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） 

    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 

法人税等の計算は、簡便な方法を採用しております。また、その他影響の僅少な事項についても一部簡便な  

手続きを採用しております。 

  

（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 

 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。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年11月20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５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,399,406 11,241,694

受取手形及び売掛金 9,552,507 9,415,471

商品 964,586 1,046,824

繰延税金資産 250,412 242,204

その他 219,608 241,633

貸倒引当金 △38,076 △37,809

流動資産合計 22,348,445 22,150,019

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,817,535 7,569,478

その他（純額） 2,422,729 2,229,707

有形固定資産合計 10,240,265 9,799,186

無形固定資産 560,142 570,843

投資その他の資産 3,156,118 3,156,442

固定資産合計 13,956,525 13,526,473

資産合計 36,304,971 35,676,492

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,670,052 3,373,417

短期借入金 1,683,395 1,421,902

1年内返済予定の長期借入金 43,374 46,348

未払法人税等 1,048,544 1,447,473

賞与引当金 247,591 264,180

その他 603,517 662,060

流動負債合計 7,296,474 7,215,382

固定負債   

長期借入金 127,702 134,564

退職給付引当金 675,266 665,000

役員退職慰労引当金 522,156 499,249

その他 53,448 53,767

固定負債合計 1,378,572 1,352,580

負債合計 8,675,047 8,567,962



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月20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５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 865,000 865,000

資本剰余金 1,514,657 1,514,657

利益剰余金 26,110,796 25,328,534

自己株式 △922,942 △721,023

株主資本合計 27,567,511 26,987,168

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,206 96,471

評価・換算差額等合計 41,206 96,471

少数株主持分 21,206 24,889

純資産合計 27,629,923 27,108,529

負債純資産合計 36,304,971 35,676,492



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

売上高 25,581,488

売上原価 20,168,120

売上総利益 5,413,368

販売費及び一般管理費 3,795,708

営業利益 1,617,659

営業外収益  

受取利息 34,728

受取配当金 9,933

受取会費 366,597

その他 56,826

営業外収益合計 468,086

営業外費用  

支払利息 8,219

その他 827

営業外費用合計 9,047

経常利益 2,076,698

特別利益  

有形固定資産売却益 49,138

特別利益合計 49,138

特別損失  

有形固定資産売却損 2,755

有形固定資産除却損 1,229

投資有価証券評価損 42,022

特別損失合計 46,007

税金等調整前四半期純利益 2,079,829

法人税等 1,022,526

少数株主損失（△） △3,683

四半期純利益 1,060,987



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20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 2,079,829

減価償却費 176,052

のれん償却額 7,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,003

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,588

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,266

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,907

受取利息及び受取配当金 △44,662

支払利息 8,219

有形固定資産売却損益（△は益） △49,138

売上債権の増減額（△は増加） △150,546

たな卸資産の増減額（△は増加） 82,237

仕入債務の増減額（△は減少） 296,634

その他 △77,137

小計 2,358,297

利息及び配当金の受取額 42,451

利息の支払額 △8,174

法人税等の支払額 △1,423,063

営業活動によるキャッシュ・フロー 969,510

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 △621,148

有形固定資産の売却による収入 60,608

無形固定資産の取得による支出 △11,678

貸付金の回収による収入 4,533

その他 △15,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △583,584

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） 261,492

長期借入れによる収入 14,000

長期借入金の返済による支出 △23,836

自己株式の取得による支出 △201,920

配当金の支払額 △278,655

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 157,006

現金及び現金同等物の期首残高 11,238,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,395,261



  

  当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準大12号）及び「四半期財務諸表に関する 

会計基準の適用指針」（企業会計適用指針大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。 

  

当第２四半期連結累計会計期間（自平成20年５月21日至平成20年11月20日）において、当連結グループの事業 

種類 は「電気工事材料の販売」のみであるため、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。 

  

  

  当第２四半期連結累計会計期間（自平成20年５月21日至平成20年11月20日）において、本邦以外の国又は地域

に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  

  当第２四半期連結累計会計期間（自平成20年５月21日至平成20年11月20日）において、海外売上高がないため

記載を省略しております。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        26,857  100.0

Ⅱ 売上原価        21,090  78.5

売上総利益        5,766  21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,707  13.8

営業利益        2,058  7.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息、配当金  36            

２．受取会費  405            

３．その他  62  504  1.9

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  10            

２．その他  1  11  0.1

経常利益        2,551  9.5

Ⅵ 特別利益        0  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  1  1  0.0

税金等調整前中間純利益        2,550  9.5

法人税、住民税及び事業
税  1,076            

法人税等調整額 △14  1,062  4.0

少数株主利益        1  0.0

中間純利益        1,467  5.5

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

    

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１.税金等調整前中間純
  利益  2,550

２.減価償却費  172

３.のれん償却額  7

４.退職給付引当金の増
  加額   18

５.役員退職遺漏引当金  
  の増加額   18

６.賞与引当金の減少額   21

７.貸倒引当金の増加額   2

８.受取利息及び受取配
  当金  

△36

９.支払利息   10

10.固定資産売却損   1

11.売上債権の増加額 △4

12.たな卸資産の増加額   70

13.仕入債務の増加額   762

14.未払金の減少額  △39

15.未払費用の減少額   2

16.その他  △15

小計  3,499

17.利息及び配当金の受
  取額   36

18.利息の支払額  △11

19.法人税等の支払額  △758

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  2,766



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年５月21日 
至 平成19年11月20日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１.定期預金の預入によ
  る支出  

△1

２.定期預金の払戻によ
  る収入   1

３.投資有価証券の取得
  による 支出 

△92

４.有形固定資産の購入
  による支出  

△74

５.有形固定資産の売却
  による収入  7

６.ソフトウェアの購入  
  による支出  

△33

７.貸付金の回収による
  収入   4

８.保険積立金の減少額   1

９.敷金・保証金の増加
  額  

△3

10.その他の投資等の減
  少額   6

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△184

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

１.短期借入金の純減少
  額  

△423

２.長期借入による収入   100

３.長期借入金の返済に
  よる支出  

△82

４.自己株式取得による
  支出  

△200

５.配当金の支払額  △248

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△854

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  1,726

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  8,219

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 9,946

    



前中間連結会計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日）において、当連結グループの事業 

種類 は「電気工事材料の販売」のみであるため、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。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日）において、本邦以外の国又は地域に存

在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日）において、海外売上高がないため記載

を省略しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 



      

  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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