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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,003 △14.4 159 19.2 167 3.1 100 4.6
21年3月期第2四半期 3,508 ― 133 ― 162 ― 96 ―

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2四半期 34.18 ―

21年3月期第2四半期 21.25 ―

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2四半期 4,663 1,928 41.3 655.54
21年3月期 4,989 1,868 37.5 635.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,928百万円 21年3月期  1,868百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 25.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 6,300 △9.4 400 △11.5 420 △3.3 240 △4.1 81.60
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 4,587,836株 21年3月期  4,587,836株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,646,742株 21年3月期  1,646,342株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 2,941,227株 21年3月期第2四半期 4,525,192株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている予想数値は、当社が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、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。なお、予想に関する事項は２ページを参照して下さい。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気減速の影響を受け、企業収益の低下や雇用・所得

環境の悪化に加え、個人消費の低迷等依然として厳しい状況が続きました。 

 管工機材業界におきましては、景気・所得の不透明感による住宅購買意欲の低迷や、不動産関連を取巻く金融環

境の厳しさにより、新設住宅着工戸数、増改築需要ともに減少しました。 

 また民間設備投資も企業の業績不振により減少し、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社では物流サービスの充実、新ルートへの販売、設計図面への指定化活動などに注力い

たしました。その結果、売上高は30億３百万円(前年同四半期比14.4％減）となりました。 

 利益面では、営業利益１億５千９百万円（前年同四半期比19.2％増）、経常利益１億６千７百万円（前年同四半

期比3.1％増）、四半期純利益１億円（前年同四半期比4.6％増）となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 （イ）資産 

 流動資産の残高は、前事業年度末に比べて３億２千７百万円減少し、37億６千８百万円となりました。 

 これは主に、売上高が減少したため売上債権が２億６千１百万円減少したことやたな卸資産が減少したことに

よるものです。 

 固定資産の残高は、前事業年度末に比べて２百万円増加し、８億９千５百万円となりました。 

 これは主に、投資有価証券の時価が上昇したことや保険積立金の増加によるものです。 

 この結果、総資産は前事業年度末に比べて３億２千５百万円減少し、46億６千３百万円となりました。 

  

  （ロ）負債 

 流動負債の残高は、前事業年度末に比べて２億８千１百万円減少し、14億９千８百万円となりました。 

これは主に、仕入債務が１億９千９百万円減少したことや自己株式の公開買付に伴った、みなし配当源泉税の

預り金が減少したことによるものです。 

固定負債の残高は、前事業年度末に比べて１億３百万円減少し、12億３千６百万円となりました。 

これは主に、有利子負債の純減によるものです。 

 この結果、負債の合計は前事業年度末に比べて３億８千４百万円減少し、27億３千５百万円となりました。 

  

 （ハ）純資産 

     純資産の合計は、前事業年度末に比べて５千９百万円増加し、19億２千８百万円となりました。 

  これは主に、配当金の支払いによる減少はあったものの、当第２四半期累計期間における四半期純利益１億円

計上したことによるものです。 

  

 （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は９億７千７百万円とな

り、前事業年度末に比べ１億１千万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、得られた資金は３億７千５百万円となりました。 

 これは主に、法人税等の支払いや仕入債務の減少等の支出要因があったものの、税引前四半期当期純利益を１

億７千３百万円計上し、売上債権の減少やたな卸資産の減少等で資金の増加があったこと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５百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出や保険積立金の積立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２億５千９百万円となりました。 

 これは主に、有利子負債の純減と自己株式の取得による支出（主に、みなし配当源泉税の支払）等によるもの

であります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、建設業界の動向等に不透明感はございますが、現時点においては平成21年８

月７日付「平成22年３月期 第１四半期決算短信（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更はござ

いません。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。  

  

 ②当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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。 

  

 ③たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 ④経過勘定項目の算定方法につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

  

 ⑤税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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す。 

 なお、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によってお

ります。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断において、経営環境等に著しい変化が生じておらず、一時差異等の

発生状況について大幅な変動がないため、前事業年度末に使用した業績予想やタックス・プランニングを利用

しております。 

  

（２）四半期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 

 該当事項はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 977,123 866,183

受取手形及び売掛金 1,855,339 2,116,479

商品及び製品 832,762 981,759

貯蔵品 6,375 1,718

その他 98,376 134,116

貸倒引当金 △1,400 △3,700

流動資産合計 3,768,577 4,096,557

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 80,730 84,283

土地 410,497 410,497

その他（純額） 25,689 27,452

有形固定資産合計 516,918 522,233

無形固定資産 11,371 10,757

投資その他の資産   

投資有価証券 96,419 90,939

繰延税金資産 111,483 113,514

その他 160,833 156,179

貸倒引当金 △1,817 △908

投資その他の資産合計 366,918 359,725

固定資産合計 895,207 892,716

資産合計 4,663,784 4,989,274
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,030,240 1,229,447

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 214,296

未払法人税等 76,420 56,211

賞与引当金 53,000 53,000

役員賞与引当金 6,000 8,000

その他 89,014 189,369

流動負債合計 1,498,971 1,780,324

固定負債   

長期借入金 1,178,556 1,285,704

役員退職慰労引当金 52,677 49,415

その他 5,567 4,851

固定負債合計 1,236,800 1,339,970

負債合計 2,735,772 3,120,295

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,952 564,952

資本剰余金 119,774 119,774

利益剰余金 3,209,474 3,153,063

自己株式 △1,966,073 △1,965,649

株主資本合計 1,928,127 1,872,140

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △114 △3,161

評価・換算差額等合計 △114 △3,161

純資産合計 1,928,012 1,868,978

負債純資産合計 4,663,784 4,989,274
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,508,017 3,003,794

売上原価 2,660,356 2,172,596

売上総利益 847,660 831,197

販売費及び一般管理費 714,191 672,078

営業利益 133,468 159,119

営業外収益   

受取利息 858 0

受取配当金 1,978 1,730

仕入割引 35,096 25,552

その他 7,288 5,422

営業外収益合計 45,221 32,706

営業外費用   

支払利息 418 10,765

売上割引 15,463 13,238

その他 1 39

営業外費用合計 15,882 24,042

経常利益 162,807 167,783

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,012 873

投資有価証券売却益 － 1,749

賞与引当金戻入額 3,353 2,640

特別利益合計 4,365 5,263

特別損失   

固定資産除却損 71 13

投資有価証券評価損 83 －

保険解約損 2,877 －

特別損失合計 3,032 13

税引前四半期純利益 164,141 173,033

法人税等 68,000 72,500

四半期純利益 96,141 100,533

-7-



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 164,141 173,033

減価償却費 15,893 10,185

長期前払費用償却額 162 162

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 △2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,642 3,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,845 △1,390

受取利息及び受取配当金 △2,836 △1,730

支払利息 418 10,765

固定資産除却損 71 13

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,749

投資有価証券評価損益（△は益） 83 －

保険解約損益（△は益） 2,877 －

売上債権の増減額（△は増加） 255,254 267,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,815 144,339

仕入債務の増減額（△は減少） △53,598 △199,707

その他 31,170 30,433

小計 287,334 433,088

利息及び配当金の受取額 2,836 1,730

利息の支払額 △418 △10,765

法人税等の支払額 △75,389 △48,627

営業活動によるキャッシュ・フロー 214,363 375,426

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 △4,485 △2,400

無形固定資産の取得による支出 － △200

投資有価証券の取得による支出 － △401

投資有価証券の売却による収入 － 1,750

保険積立金の解約による収入 12,260 －

その他 △4,050 △3,920

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,724 △5,172

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △107,148

自己株式の取得による支出 △1,664 △108,002

配当金の支払額 △67,792 △44,165

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,456 △259,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,631 110,939

現金及び現金同等物の期首残高 1,115,557 866,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,264,188 977,123
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（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）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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