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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 5,393 △11.2 △115 ― △112 ― △103 ―
21年3月期第1四半期 6,075 ― △9 ― 60 ― 43 ―

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

22年3月期第1四半期 △26.59 ―
21年3月期第1四半期 11.01 ―

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

22年3月期第1四半期 12,586 3,233 25.7 830.25
21年3月期 12,852 3,339 26.0 857.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,233百万円 21年3月期  3,339百万円

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

21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
4.00 ― 6.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 12,069 △3.7 △54 ― △30 ― △41 ― △10.53

通期 25,156 △0.5 172 △49.8 217 △44.7 86 7.6 22.08
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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）  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、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） 

（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 3,969,000株 21年3月期  3,969,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  74,332株 21年3月期  74,332株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 3,894,668株 21年3月期第1四半期 3,944,668株

―　2　―



当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融・市場の混乱により輸出産業の企業収益が急激に減
少し、所得・雇用情勢の悪化により自動車や住宅への購入意欲が減退するなど、厳しい状況で推移いたし
ました。 
管工機材業界におきましても、新設住宅着工戸数の大幅な落ち込み、プラント関連の設備投資の激減に

より、需要の減少が続いております。加えて、原材料の値下りによる製品価格の下降局面の中で在庫圧縮
の傾向が強まり、メーカーおよび一次流通商社の売上に大きな影響を与えております。 
このような状況の下、製品価格の下落に迅速に対応すると共に、メーカー再編の動きの中で当社の全国

最大の販売ネットワークを利用して新規商権の開発に努め、新分野の開拓・新規得意先の開拓にも努めま
した。 
しかしながら、既存取扱商品の落ち込みが激しく連結売上高は5,393百万円（前年同期比11.2％減少）

となり、販売競争が激化していることもあって売上総利益は919百万円（前年同期比15.6％減少）となり
ました。 
販売費及び一般管理費を前年同期比63百万円削減したものの売上総利益の減少が大きく、営業損失は

115百万円（前年同期は９百万円の損失）となりました。また、デリバティブ評価損23百万円を営業外損
失に計上したことなどにより、経常損失は112百万円（前年同期は60百万円の利益）となり、四半期純損
失は103百万円（前年同期は43百万円の利益）となりました。 
  
  

  

(資産の部) 

当第１四半期末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて284百万円減少し、流動資産合計で
8,731百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が347百万円減少したこと等によるもの
です。 
当第１四半期末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて18百万円増加し、固定資産合計で

3,855百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が28百万円増加及び繰延税金資産が13百万円
減少したこと等によるものです。  
  

(負債の部) 

当第１四半期末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて34百万円減少し、流動負債合計で
7,305百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が638百万円減少し、短期借入金が550
百万円増加したこと等によるものです。 
当第１四半期末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて124百万円減少し、固定負債合計で

2,047百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が78百万円、預り保証金が62百万円減少したこ
と等によるものです。  
  

(純資産の部) 

当第１四半期末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて106百万円減少し、純資産合計で3,233百
万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が123百万円減少したこと等によるものです。 
  
  

  

建設業界の動向、原油価格・原材料価格の推移等、当社の業績に影響する諸条件について精査を行って
おりますが、現時点では平成21年５月12日に発表した業績予想を修正せず据え置いております。 
なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理) 
固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算方法の変更 
従来、税金費用については四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算
しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、原則として年度の決算と同様の方法により計算
する方法に変更しております。 
当該変更は、当第１四半期の税引前四半期純利益が損失となり、第２四半期及び第３四半期の業績

の不透明感も拡大したことから、年間の見積実効税率を合理的に算定することが出来ず、当四半期連
結会計期間における税金費用に適切に反映できないと判断し、年度決算と同様の方法を採用すること
により四半期連結会計期間に係る財政状態及び経営成績をより適切に表示することを目的として行っ
たものであります。 
なお、当該変更による影響額は、見積実効税率を合理的に見積もることが出来ないため記載してお

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)

(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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,134,629 1,107,752

受取手形及び売掛金 4,958,100 5,305,337

商品及び製品 2,185,032 2,112,369

仕掛品 79,607 79,806

原材料及び貯蔵品 168,935 177,857

その他 233,957 265,387

貸倒引当金 △28,491 △32,454

流動資産合計 8,731,770 9,016,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 333,316 336,728

機械装置及び運搬具（純額） 21,532 23,402

土地 1,808,701 1,808,701

その他（純額） 52,129 52,560

有形固定資産合計 2,215,679 2,221,393

無形固定資産 21,149 16,079

投資その他の資産   

その他 1,754,530 1,735,594

貸倒引当金 △136,194 △136,236

投資その他の資産合計 1,618,335 1,599,358

固定資産合計 3,855,164 3,836,831

資産合計 12,586,934 12,852,886
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,094,695 5,733,469

短期借入金 750,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,018,444 1,018,309

未払法人税等 22,527 69,308

賞与引当金 208,571 137,367

その他 211,454 181,954

流動負債合計 7,305,692 7,340,408

固定負債   

長期借入金 1,094,737 1,172,758

退職給付引当金 523,218 524,298

役員退職慰労引当金 14,301 13,553

負ののれん 35,393 43,476

その他 380,027 418,588

固定負債合計 2,047,677 2,172,675

負債合計 9,353,369 9,513,083

純資産の部   

株主資本   

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 803,217 803,217

利益剰余金 1,816,116 1,939,163

自己株式 △41,843 △41,843

株主資本合計 3,223,983 3,347,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,581 △7,229

評価・換算差額等合計 9,581 △7,229

純資産合計 3,233,565 3,339,802

負債純資産合計 12,586,934 12,852,886
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,075,623 5,393,882

売上原価 4,985,776 4,474,129

売上総利益 1,089,847 919,753

販売費及び一般管理費 1,099,549 1,035,597

営業損失（△） △9,701 △115,844

営業外収益   

受取利息 1,464 492

受取配当金 474 954

負ののれん償却額 8,083 8,083

不動産賃貸料 18,523 16,794

仕入割引 27,082 29,457

デリバティブ評価益 54,945 －

その他 9,945 18,606

営業外収益合計 120,518 74,387

営業外費用   

支払利息 9,932 8,956

手形売却損 11,315 9,451

不動産賃貸原価 13,195 12,909

売上割引 13,135 12,247

デリバティブ評価損 － 23,394

その他 2,609 4,214

営業外費用合計 50,188 71,174

経常利益又は経常損失（△） 60,628 △112,631

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19,494 4,004

保険解約返戻金 2,530 －

特別利益合計 22,024 4,004

特別損失   

固定資産除却損 － 344

役員退職慰労金 10,914 －

特別損失合計 10,914 344

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

71,738 △108,971

法人税等 28,326 △5,397

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,411 △103,574
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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