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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,448  △2.0  76  27.2  83  26.9  46  14.1

22年３月期第１四半期  1,478  △14.6  60  9.8  65  △7.4  41  △2.8

  
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 

23年３月期第１四半期  15  93 －     

22年３月期第１四半期  13  96  －      

  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 

23年３月期第１四半期  4,680  2,064  44.1  702  14

22年３月期  4,941  2,076  42.0  706  02

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,064百万円 22年３月期 2,076百万円 

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        10 00 －      17 00  27  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  10 00 －      15 00  25  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  3,100  3.2  160  0.6  170  1.3  100  △0.5  34  00

通期  6,400  1.6  445  △9.0  465  △8.5  270  △2.0  91  81

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 無



４．その他（詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

 ※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示  

   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。  

  

 ※  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

実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 

してください。  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

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） 23年３月期１Ｑ 4,587,836株 22年３月期 4,587,836株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,646,873株 22年３月期 1,646,796株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 2,940,963株 22年３月期１Ｑ 2,941,361株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

        当第１四半期会計期間における管工機材業界におきましては、住宅ローン減税や贈与税の非課税枠拡大等の各種 

政策による後押しを受け、新設住宅着工戸数は持家と分譲住宅は増加傾向にはありますが、貸家の減少が続いてお

り全体では減少となり、前期同様依然として厳しい状況で推移しております。 

       このような状況の中で、当社は、引き続き、自社ブランド製品の充実、得意先との連携、物流サービスの差別

化、販売管理システムの構築、経費削減に積極的に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。そ

の結果、売上高は14億４千８百万円（前年同四半期比2.0％減）となりました。利益面では、営業利益７千６百万

円（前年同四半期比27.2％増）、経常利益８千３百万円（前年同四半期比26.9％増）、四半期純利益４千６百万円

（前年同四半期比14.1％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２億５千万円減少し、38億２千２百万円となりました。 

     これは主に、現金及び預金が減少したことや売上高が減少したため売上債権が１億４千４百万円減少し

    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１千万円減少し、８億５千７百万円となりました。 

     これは主に、投資有価証券の時価が下落したことによるものです。 

     この結果、総資産は、前事業年度末に比べて２億６千万円減少し、46億８千万円となりました。 

  

  （ロ）負債 

     流動負債の残高は、前事業年度末に比べて１億９千７百万円減少し、15億３千３百万円となりました。

     これは主に、仕入債務が７千６百万円減少したことや未払法人税等が減少したことによるものでありま

    す。 

     固定負債の残高は、前事業年度末に比べて５千１百万円減少し、10億８千１百万円となりました。 

     これは主に、有利子負債の純減によるものです。 

     この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて２億４千９百万円減少し、26億１千５百万円となりまし

    た。 

  

  （ハ）純資産 

     純資産合計は、前事業年度末に比べて１千１百万円減少し、20億６千４百万円となりました。 

     これは主に、配当金の支払いによるものです。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期会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９億７千８百万円と 

   なり、前事業年度末に比べて６千１百万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、得られた資金は４千１百万円となりました。 

   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、税引前四半期純利益８千３

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１百万円となりました。 

     これは主に、保険積立金の積立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１億１百万円となりました。 

     これは主に、有利子負債の純減と配当金の支払い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 

     第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点においては平成22年５月14日付「平成22年３月 

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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   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１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

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。 

  

 ③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。

   

     ④税金費用については、当第１四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や税額控除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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 978,187 1,039,783

受取手形及び売掛金 1,929,895 2,074,372

商品及び製品 809,205 847,046

貯蔵品 625 2,502

その他 105,808 110,817

貸倒引当金 △1,200 △1,500

流動資産合計 3,822,523 4,073,022

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 75,516 77,177

土地 369,722 369,722

その他（純額） 18,304 19,641

有形固定資産合計 463,543 466,541

無形固定資産 10,030 10,477

投資その他の資産   

投資有価証券 94,156 107,899

繰延税金資産 131,462 125,965

その他 160,175 158,791

貸倒引当金 △1,469 △1,413

投資その他の資産合計 384,324 391,243

固定資産合計 857,898 868,262

資産合計 4,680,422 4,941,285
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,123,189 1,200,086

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 35,535 133,202

賞与引当金 26,000 52,000

その他 104,518 101,574

流動負債合計 1,533,540 1,731,159

固定負債   

長期借入金 1,017,834 1,071,408

役員退職慰労引当金 58,121 56,352

その他 5,946 5,937

固定負債合計 1,081,902 1,133,698

負債合計 2,615,442 2,864,857

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 3,351,874 3,355,020

自己株式 △1,966,176 △1,966,120

株主資本合計 2,070,424 2,073,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,444 2,801

評価・換算差額等合計 △5,444 2,801

純資産合計 2,064,979 2,076,427

負債純資産合計 4,680,422 4,941,285
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,478,129 1,448,987

売上原価 1,082,381 1,052,761

売上総利益 395,748 396,225

販売費及び一般管理費 335,746 319,878

営業利益 60,001 76,347

営業外収益   

受取利息 － 0

受取配当金 1,725 1,689

仕入割引 13,528 12,923

その他 2,672 2,601

営業外収益合計 17,926 17,214

営業外費用   

支払利息 5,513 4,652

売上割引 6,836 5,694

その他 － 6

営業外費用合計 12,349 10,352

経常利益 65,579 83,208

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,330 243

賞与引当金戻入額 2,640 －

特別利益合計 4,971 243

特別損失   

固定資産除却損 4 －

特別損失合計 4 －

税引前四半期純利益 70,545 83,452

法人税等合計 29,500 36,600

四半期純利益 41,045 46,852
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 70,545 83,452

減価償却費 4,912 3,595

長期前払費用償却額 81 95

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,500 △26,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,631 1,768

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,848 △243

受取利息及び受取配当金 △1,725 △1,689

支払利息 5,513 4,652

固定資産除却損 4 －

売上債権の増減額（△は増加） 216,172 153,705

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,242 39,717

仕入債務の増減額（△は減少） △130,138 △76,897

その他 51,746 △8,501

小計 250,637 173,655

利息及び配当金の受取額 1,725 1,689

利息の支払額 △5,513 △4,652

法人税等の支払額 △48,702 △128,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,147 41,860

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 △2,400 △150

無形固定資産の取得による支出 △200 －

その他 △2,054 △1,619

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,654 △1,769

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 △53,574 △53,574

自己株式の取得による支出 △107,790 △56

配当金の支払額 △42,242 △48,056

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,606 △101,687

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） △10,114 △61,596

現金及び現金同等物の期首残高 866,183 1,039,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 856,069 978,187
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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