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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3月期第3四半期 20,799 ― 906 ― 838 ― 482 ―
20年3月期第3四半期 21,190 0.2 1,195 △5.0 1,159 △0.7 585 11.6

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3四半期 32.53 ―
20年3月期第3四半期 39.44 ―

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3四半期 17,920 6,682 33.0 398.56
20年3月期 17,044 6,199 32.6 374.15

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,915百万円 20年3月期  5,555百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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 26,000 △1.5 750 △33.5 700 △37.1 500 △3.8 33.68

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．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月期の連結業績予想につきましては、平成２０年１１月７日に発表した業績予想の内容と変更はありません。 
 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。  

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3月期第3四半期  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3四半期  337,038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3四半期  14,844,841株 20年3月期第3四半期  14,848,521株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融不安に端を発した世界経済の減速
を背景として顕著な後退局面に入っており、先行きが全く見えない状態が続いております。
　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８月以降低調に推移
した新設住宅着工戸数の一時的な回復は見られたものの、世界的な金融不安の影響により、
個人消費や住宅投資がふたたび冷え込んできており、当社業績にもその影響がみられてきて
おります。
　小売事業では、大型ホームセンターを運営している㈱ジョイフルエーケーにおける利益率
が、仕入価格の落ち着きにより多少の回復を見せてきてはおりますが、経済減速に伴う生活
不安から個人消費が低調に推移しており、売り場増床の効果として期待した売上の増加を達
成できない状況が続いております。
　その他事業において、建設足場レンタルでは第２ヤードを開設し、取引口座の新規開拓強
化策や販売キャンペーンで業績拡大を図っておりますが、１０月以降の新設住宅着工戸数の
低調な伸びの影響を受けてきております。
　この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高２０７億９９百万円（前年
同期比１．８％減）、営業利益９億６百万円（前年同期比２４．２％減）、経常利益８億
３８百万円（前年同期比２７．７％減）、四半期純利益４億８２百万円（前年同期比１７．
５％減）となりました。
　なお、前年同期比は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現預金及び商品など流動資産の増加によ
り１７９億２０百万円となり、前連結会計年度末比８億７５百万円の増加となりました。
純資産につきましては、利益剰余金の増加などにより６６億８２百万円となり、前連結会計
年度末比４億８３百万の増加となり、自己資本比率は３３．０％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第３四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１５億８２百万円となり、
前連結会計年度末と比較して７億９９百万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

　　営業活動により得られた資金は、１１億７４百万円となりました。これは主に、税金等
　調整前四半期純利益の増加及び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、１２億５５百万円となりました。これは主に、子会社に
　おける有形固定資産の取得による支出があったこと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、８億８０百万円となりました。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１１月７日付で「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いて作成したもので
　　　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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第３四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
　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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は59,779千円、
税金等調整前四半期純利益は218,131千円それぞれ減少しております。
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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 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,586,677 787,393

受取手形及び売掛金 2,135,274 1,966,688

商品 2,879,596 2,685,180

販売用不動産 298,383 473,219

その他 373,422 319,531

貸倒引当金 △18,013 △18,110

流動資産合計 7,255,341 6,213,904

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,200,377 5,445,481

土地 2,594,494 2,594,494

その他（純額） 1,844,101 1,867,879

有形固定資産合計 9,638,972 9,907,854

無形固定資産 14,920 17,695

投資その他の資産   

その他 1,054,469 935,080

貸倒引当金 △43,304 △29,917

投資その他の資産合計 1,011,164 905,163

固定資産合計 10,665,057 10,830,713

資産合計 17,920,399 17,044,617

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,115,032 1,693,064

短期借入金 2,081,852 1,593,076

未払法人税等 119,254 130,074

賞与引当金 99,000 104,580

その他 594,613 1,578,589

流動負債合計 5,009,752 5,099,384

固定負債   

長期借入金 4,878,156 4,396,044

退職給付引当金 293,647 279,874

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

その他 693,046 706,564

固定負債合計 6,228,412 5,746,044

負債合計 11,238,165 10,845,428
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

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 4,445,666 4,051,861

自己株式 △129,645 △128,405

株主資本合計 5,943,870 5,551,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,438 19,411

土地再評価差額金 △15,687 △15,687

評価・換算差額等合計 △28,126 3,723

少数株主持分 766,490 644,158

純資産合計 6,682,234 6,199,188

負債純資産合計 17,920,399 17,044,617
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 20,799,381

売上原価 16,153,423

売上総利益 4,645,958

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 1,533,250

賞与引当金繰入額 99,000

退職給付費用 34,364

貸倒引当金繰入額 13,290

その他 2,059,449

販売費及び一般管理費合計 3,739,354

営業利益 906,603

営業外収益  

受取利息 898

仕入割引 66,110

その他 34,349

営業外収益合計 101,358

営業外費用  

支払利息 94,374

売上割引 44,460

デリバティブ評価損 17,551

その他 13,257

営業外費用合計 169,644

経常利益 838,317

特別損失  

固定資産除売却損 11,521

販売用不動産評価損 158,351

特別損失合計 169,873

税金等調整前四半期純利益 668,444

法人税、住民税及び事業税 183,183

法人税等調整額 △120,065

法人税等合計 63,117

少数株主利益 122,440

四半期純利益 482,887
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 668,444

減価償却費 317,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,773

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,580

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,290

受取利息及び受取配当金 △4,414

支払利息 94,374

デリバティブ評価損益（△は益） 17,551

固定資産除売却損益（△は益） 11,521

売上債権の増減額（△は増加） △168,585

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,580

仕入債務の増減額（△は減少） 421,968

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,734

その他 27,180

小計 1,440,647

利息及び配当金の受取額 4,411

利息の支払額 △93,820

法人税等の支払額 △177,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,174,221

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 △1,252,385

投資有価証券の取得による支出 △4,152

貸付金の回収による収入 1,031

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,255,506

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） 400,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △929,112

自己株式の取得による支出 △1,240

配当金の支払額 △89,082

財務活動によるキャッシュ・フロー 880,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 799,280

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 1,582,445
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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

　（事業の種類別セグメント情報）
　　 当第３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年12月31日）

消去
又は全社

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 9,069,357 11,133,266 223,895 372,863 20,799,381 　　　－ 20,799,381

(2)セグメント間の内部

　　売上高又は振替高

　　計 9,573,130 11,148,260 251,316 372,863 21,345,569 (546,188) 20,799,381

営業利益 581,120 302,480 149,939 74,007 1,107,546 (200,942) 906,603

　（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３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年12月31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。

503,773 14,994 27,421 －

不動産事業 その他卸売事業 小売事業

       （単位：千円）

計 連　　結

546,188 (546,188) －

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」
前年同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３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日）

　　期　　別 （平成２０年３月期

　　科　　目 　 　第３四半期

金　　　額

Ⅰ　売上高 21,190,517

Ⅱ　売上原価 16,396,018

　　売上総利益 4,794,498

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,598,737

　　営業利益 1,195,761

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 719

　　　仕入割引 60,444

　　　その他 38,001

　　営業外収益合計 99,165

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 86,333

　　　売上割引 40,053

　　　その他 8,963

　　営業外費用合計 135,350

　　経常利益 1,159,576

Ⅵ　特別利益 139,893

Ⅶ　特別損失 102,625

税金等調整前四半期純利益 1,196,845

法人税、住民税及び事業税 485,608

法人税等調整額 △   40,961

少数株主利益 166,593

四半期純利益 585,605

前年同四半期

　

（単位：千円）

株式会社キムラ（７４６１）　平成２１年３月期第３四半期決算短信

- 9 -



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
　　　　前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日）

（単位：千円）

　　期　　別 （平成２０年３月期

　　区　　分  第３四半期）

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（当期）純利益 1,196,845
　　　減価償却費 259,002
　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） 16,512
　　　賞与引当金の増減額（減少：△） △     1,968
　　　貸倒引当金の増減額（減少：△） 16,360
　　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 　△     2,614
　　　受取利息及び受取配当金 　△     5,226
　　　支払利息 86,333
　　　固定資産売却益 △    16,113
　　　固定資産廃売却損 17,365
　　　火災保険収入 △   123,780
　　　火災損失 85,259
　　　売上債権の増減額（増加：△） △   401,691
　　　たな卸資産の増減額（増加：△） 282,021
　　　その他の資産の増減額（増加：△） 49,908
　　　仕入債務の増減額（減少：△） 3,053
　　　未払消費税等の増減額（減少：△） △       990
　　　前受金の増減額（減少：△） △   283,444
　　　その他の負債の増減額（減少：△） △    48,741
　　　　　　　　小　　　計 1,128,091

　　　利息及び配当金の受取額 5,223
　　　利息の支払額 △    90,879
　　　火災による収支額 38,521
　　　法人税等の支払額 △   875,077
　営業活動によるキャッシュ・フロー 205,878

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 △   448,304
　　　有形固定資産の売却による収入 146,000
　　　投資有価証券の取得による支出 　△    12,616
　　　貸付金の回収による収入 629
　　　出資金の差入による支出 　△     1,610
　投資活動によるキャッシュ・フロー △   315,901

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（純額） 200,000
　　　社債の償還による支出 △   500,000
　　　長期借入れによる収入 800,000
　　　長期借入金の返済による支出 △ 1,001,513
　　　自己株式の売買による収支 △       806
　　　配当金の支払額 △    89,097
　財務活動によるキャッシュ・フロー △   591,416
　
Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △   701,439
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 1,183,087

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３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31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 8,774,453 11,003,793 1,070,400 341,871 21,190,517 － 21,190,517

(2)セグメント間の内部
518,833 4,878 27,084 － 550,795 (550,795) －

　　売上高又は振替高

　　計 9,293,286 11,008,671 1,097,484 341,871 21,741,312 (550,795) 21,190,517

営業費用 8,730,005 10,493,543 874,686 259,137 20,357,371 (362,615) 19,994,756

営業利益 563,281 515,128 222,798 82,734 1,383,941 (188,180) 1,195,761

　（所在地別セグメント情報）
　　 前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31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）
　　 前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31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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