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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 4,656 △12.4 320 15.7 334 4.4 201 6.9
21年3月期第3四半期 5,318 ― 276 ― 320 ― 188 ―

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3四半期 68.46 ―

21年3月期第3四半期 41.65 ―

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3四半期 4,958 1,997 40.3 679.21
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3四半期  1,997百万円 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、４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3四半期 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3四半期 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3四半期 2,941,183株 21年3月期第3四半期 4,524,525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。 
実際の業績は、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４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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気低迷が続く中、一部の経済指標では改善の兆しが

見え始めているものの、企業収益や雇用・所得環境は依然として好転しておらず、個人消費の低迷等を含め、経済

環境は総じて厳しい状況下で推移いたしました。 

 管工機材業界におきましては、新設住宅着工戸数は大幅に前年を割り込み、加えて民間設備投資も需要は大きく

減少しております。  

   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46億５千６百万円（前年同四半期比12.4％減）となりました。 

   利益面では、営業利益３億２千万円（前年同四半期比15.7％増）、経常利益３億３千４百万円（前年同四半期比

4.4％増）、四半期純利益２億１百万円（前年同四半期比6.9％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３千３百万円減少し、40億６千２百万円となりました。 

   これは主に、現金及び預金が増加したものの、売上高が減少したため売上債権が減少したことや、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、投資有価証券を取得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３千１百万円減少し、49億５千８百万円となりました。 

  

（ロ）負債 

   流動負債の残高は、前事業年度末に比べて５百万円減少し、17億７千５百万円となりました。 

  これは主に、当第３四半期の末日が金融機関の休日であったため、期末日満期手形が含まれており仕入債務が増

加したものの、前事業年度に実施した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１億５千４百万円減少し、11億８千５百万円となりました。 

   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１億５千９百万円減少し、29億６千万円となりました。 

  

 （ハ）純資産 

   純資産の合計は、前事業年度末に比べて１億２千８百万円増加し、19億９千７百万円となりました。 

   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３四半期累計期間における四半期純利益２億１百

 万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３四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10億３千８百万円とな

り、前事業年度末に比べ１億７千２百万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、得られた資金は５億２千９百万円となりました。 

 これは主に、法人税等の支払い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３億３千９百万円計上

し、仕入債務の増加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１千５百万円となりました。 

 これは主に、投資有価証券や有形固定資産の取得による支出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３億４千１百万円となりました。 

 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。 



 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、現時点において平成21年11月４日付「平成22年３月期 第２四半期決算短信

（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３四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当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎 

    として合理的な方法により算定する方法によっております。 

    また、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

   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３期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。 

  

  

  

  

  

      

  

      

       

  

      

  

    

  

    

     

  

  

  

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,038,546 866,183

受取手形及び売掛金 2,083,770 2,116,479

商品及び製品 833,495 981,759

貯蔵品 4,569 1,718

その他 103,722 134,116

貸倒引当金 △1,500 △3,700

流動資産合計 4,062,604 4,096,557

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 78,954 84,283

土地 410,497 410,497

その他（純額） 23,004 27,452

有形固定資産合計 512,456 522,233

無形固定資産 10,924 10,757

投資その他の資産   

投資有価証券 100,244 90,939

繰延税金資産 112,684 113,514

その他 161,041 156,179

貸倒引当金 △1,817 △908

投資その他の資産合計 372,152 359,725

固定資産合計 895,533 892,716

資産合計 4,958,137 4,989,274



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,314,458 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 53,850 56,211

賞与引当金 26,500 53,000

役員賞与引当金 － 8,000

その他 136,195 189,369

流動負債合計 1,775,301 1,780,324

固定負債   

長期借入金 1,124,982 1,285,704

役員退職慰労引当金 54,446 49,415

その他 5,777 4,851

固定負債合計 1,185,205 1,339,970

負債合計 2,960,507 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 3,280,894 3,153,063

自己株式 △1,966,073 △1,965,649

株主資本合計 1,999,546 1,872,140

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,915 △3,161

評価・換算差額等合計 △1,915 △3,161

純資産合計 1,997,630 1,868,978

負債純資産合計 4,958,137 4,989,274



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,318,553 4,656,621

売上原価 3,980,230 3,343,846

売上総利益 1,338,322 1,312,775

販売費及び一般管理費 1,061,577 992,554

営業利益 276,745 320,220

営業外収益   

受取利息 1,284 0

受取配当金 2,741 2,291

仕入割引 53,793 38,693

その他 9,896 9,245

営業外収益合計 67,715 50,231

営業外費用   

支払利息 622 15,817

売上割引 23,206 19,881

その他 139 39

営業外費用合計 23,968 35,738

経常利益 320,492 334,713

特別利益   

貸倒引当金戻入額 912 773

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 4,265 5,163

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 321,726 339,863

法人税等 133,300 138,500

四半期純利益 188,426 201,363



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 321,726 339,863

減価償却費 22,819 15,764

長期前払費用償却額 243 246

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,500 △26,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000 △8,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,873 5,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,745 △1,290

受取利息及び受取配当金 △4,025 △2,291

支払利息 622 15,817

固定資産除却損 71 13

投資有価証券評価損益（△は益） 83 △1,749

保険解約損益（△は益） 2,877 －

売上債権の増減額（△は増加） 106,492 35,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △185,439 145,412

仕入債務の増減額（△は減少） 135,426 85,011

その他 8,954 80,103

小計 371,733 682,524

利息及び配当金の受取額 4,025 2,291

利息の支払額 △622 △15,817

法人税等の支払額 △202,658 △139,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 172,478 529,467

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 △8,625 △4,767

無形固定資産の取得による支出 － △1,400

投資有価証券の取得による支出 － △7,229

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 △6,104 △4,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,469 △15,859

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 － △160,722

自己株式の取得による支出 △3,312 △108,002

配当金の支払額 △111,810 △72,521

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,122 △341,245

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） 54,885 172,362

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 1,170,443 1,038,546



（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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