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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成21年2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3四半期 36,265 ― 2,231 ― 2,846 ― 1,534 ―

20年5月期第3四半期 38,625 1.3 2,851 △0.5 3,477 1.1 2,059 10.7

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3四半期 138.84 ―

20年5月期第3四半期 183.01 ―

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3四半期 34,358 27,581 80.2 2,547.63
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3四半期  27,560百万円 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  
（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 

※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5月期第3四半期 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3四半期  579,100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3四半期 11,050,007株 20年5月期第3四半期 11,255,527株



   当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融不安の長期化、円高の進行など企業収益を取巻く環境 

   が更に悪化するとともに、雇用調整の拡大が個人消費の抑制にも波及し、経済政策の効果が見られないまま、厳 

   しい状況が続きました。 

     当社グループに関連する住宅関連業界においても同様に、厳しい環境下での推移となりました。 

     このような状況下において当社グループでは、オール電化関連、地デジ関連や、住宅火災警報器など需要が増 

  加している商品の販売を強化する一方で、基本戦略を徹底し、粗利益率重視の営業活動を展開してまいりまし 

  た。また、経営環境の悪化を考慮して、債権管理を更に強化しております。 

   その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は106億8千4百万円となりました。 

     損益面につきましては、粗利益率の改善や更なる経営効率の推進による販管費の抑制などが見られましたが、

  営業利益は6億1千3百万円、経常利益は7億6千9百万円、四半期純利益は4億7千3百万円となりました。 

   なお、平成21年5月期第1四半期及び第2四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）及び第2四半期決算短信（平成21年1月5日開示）をご参照くだ 

  さい。 

（1）資産・負債の状況  

（流動資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、202億2千7百万円となり、前連結会計年度末に 

 比べ 19億2千2百万円減少しました。これは主に現金及び預金の6億3千3百万円減少、受取手形及び売掛金の

 14億8千4百万円減少によるものであります。 

    （固定資産） 

     当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、141億3千1百万円となり、前連結会計年度末に 

    比べ6億4百万円増加しました。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6億 

    1千2百万円増加によるものであります 

    （流動負債）  

     当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、53億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比

    べ18億6千8百万円減少しました。これは主に買掛金の1億5千4百万円減少、短期借入金の3億9百万円減少、 

        未払法人税等の11億5千8百万円減少によるものであります。 

    （固定負債） 

     当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、14億3千万円となり、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３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、275億8千1百万円となり、前連結会計年度末に比 

    べ4億7千2百万円増加しました。これは主に四半期純利益等の計上に伴う利益剰余金の9億6千9百万円増 

    加、自己株式の取得による4億5千4百万円の減少によるものであります。 

  

      以上により、当第３四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13億1千7百万円減少

   して、343億5千8百万円となっております。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



（2）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、106億6百万円となり、前連結会計 

    年度末と比較して6億3千1百万円の減少となりました。 

    （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、15億2千2百万円となりました。 

      これは主に、税金等調整前四半期純利益28億4千4百万円、減価償却費2億7千3百万円、売上債権の減少額14

    億7千5百万円等の増加の一方、たな卸資産の増加額1億7千3百万円、仕入債務の減少額1億5千4百万円、法人

    税等の支払額24億7千1百万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、8億4千8百万円となりました。 

     これは主に、有形固定資産の購入による支出8億8千8百万円等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、13億5百万円となりました。 

      これは主に、短期借入金の3億9百万円純減少、自己株式の取得による支出4億5千5百万円、配当金の支払い

    5億6千4百万円等によるものであります。 

  

  

  

 平成21年5月期の通期業績予想につきましては、景気の影響を見極める必要はありますが、ジャンボ市において前 

年を上回る受注を獲得していること、また、引続き需要増加が見込まれる商品の販売を強化することから、平成20年

７月17日公表の業績予想に変更ありません。  

  

該当事項はありません。  

  

   

 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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 10,607,956 11,241,694

受取手形及び売掛金 7,930,900 9,415,471

商品 1,220,323 1,046,824

繰延税金資産 257,397 242,204

その他 243,597 241,633

貸倒引当金 △32,380 △37,809

流動資産合計 20,227,794 22,150,019

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,994,835 7,569,478

その他（純額） 2,417,334 2,229,707

有形固定資産合計 10,412,170 9,799,186

無形固定資産 557,676 570,843

投資その他の資産 3,161,325 3,156,442

固定資産合計 14,131,171 13,526,473

資産合計 34,358,966 35,676,492

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,218,476 3,373,417

短期借入金 1,112,075 1,421,902

1年内返済予定の長期借入金 46,992 46,348

未払法人税等 289,264 1,447,473

賞与引当金 106,192 264,180

その他 573,806 662,060

流動負債合計 5,346,808 7,215,382

固定負債   

長期借入金 157,640 134,564

退職給付引当金 684,276 665,000

役員退職慰労引当金 533,609 499,249

その他 55,251 53,767

固定負債合計 1,430,777 1,352,580

負債合計 6,777,585 8,567,962



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 1,514,631 1,514,657

利益剰余金 26,298,057 25,328,534

自己株式 △1,175,958 △721,023

株主資本合計 27,501,731 26,987,168

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,450 96,471

評価・換算差額等合計 58,450 96,471

少数株主持分 21,199 24,889

純資産合計 27,581,381 27,108,529

負債純資産合計 34,358,966 35,676,492



（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５月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 36,265,594

売上原価 28,449,912

売上総利益 7,815,682

販売費及び一般管理費 5,584,488

営業利益 2,231,193

営業外収益  

受取利息 48,546

受取配当金 13,497

受取会費 491,986

その他 75,846

営業外収益合計 629,876

営業外費用  

支払利息 12,874

その他 1,906

営業外費用合計 14,781

経常利益 2,846,289

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 3,054

有形固定資産除却損 3,953

投資有価証券評価損 44,038

特別損失合計 51,046

税金等調整前四半期純利益 2,844,380

法人税等 1,313,838

少数株主損失（△） △3,690

四半期純利益 1,534,232



（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５月21日 
 至 平成21年２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 2,844,380

減価償却費 273,867

のれん償却額 10,829

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,744

賞与引当金の増減額（△は減少） △157,987

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34,360

受取利息及び受取配当金 △62,043

支払利息 12,874

有形固定資産売却損益（△は益） △46,083

売上債権の増減額（△は増加） 1,475,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,499

仕入債務の増減額（△は減少） △154,941

その他 △136,417

小計 3,947,136

利息及び配当金の受取額 59,561

利息の支払額 △12,614

法人税等の支払額 △2,471,174

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,522,909

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 △888,341

有形固定資産の売却による収入 61,163

無形固定資産の取得による支出 △16,586

貸付金の回収による収入 8,001

その他 △12,913

投資活動によるキャッシュ・フロー △848,675

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） △309,827

長期借入れによる収入 61,000

長期借入金の返済による支出 △37,280

自己株式の売却による収入 41

自己株式の取得による支出 △455,002

配当金の支払額 △564,754

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,305,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △631,588

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 10,606,666



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計会計期間（自平成20年５月21日至平成21年２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３四半期連結累計期間（自平成20年５月21日至平成21年２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３四半期連結累計期間（自平成20年５月21日至平成21年２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等 

（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11月21日～２月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  38,625

Ⅱ 売上原価  30,236

売上総利益  8,388

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,537

営業利益  2,851

Ⅳ 営業外収益  644

受取利息・配当金  50

 受取会費  495

 その他  99

Ⅴ 営業外費用  17

 支払利息  16

 その他  1

経常利益  3,477

Ⅵ 特別利益  4

 固定資産売却  0

 貸倒引当金戻入益  3

 その他  0

Ⅶ 特別損失  4

 固定資産売却  3

 固定資産除却損  0

税金等調整前四半期純利益  3,477

税金費用  1,416

 少数株主利益  2

四半期純利益  2,059



前第３四半期連結累計会計期間（自平成19年５月21日至平成20年２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。  

前第３四半期連結累計会計期間（自平成19年５月21日至平成20年２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。  

（２）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〕 

全第３四半期連結累計会計期間（自平成19年５月21日至平成20年２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。 



該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報 
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