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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年3月21日～平成22年9月20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 ％

23年3月期第2四半期 4,507 2.3 △58 ― △9 ― △16 ―
22年3月期第2四半期 4,405 △14.5 △62 ― △16 ― △31 ―

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2四半期 △3.77 ―
22年3月期第2四半期 △7.23 ―

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2四半期 4,711 1,923 40.8 438.65
22年3月期 5,053 1,957 38.7 446.25

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,923百万円 22年3月期  1,957百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,800 7.1 △59 ― 17 △47.0 5 185.2 1.14



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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） 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 4,411,000株 22年3月期  4,411,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  26,116株 22年3月期  24,965株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,385,251株 22年3月期2Q 4,387,255株

※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の対象外ですが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビューを実施中であります。 

※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業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の
業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 業績予想に関する事項については、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（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経済は、景気の後退に一部では歯止めが掛かったものの、欧米の財政不安

の影響を受けて円高が進んだことにより企業収益に影響が及ぶおそれから、全体的回復には依然として厳しい状況

が続いております。電設資材卸業界におきましても引き続き厳しい経営環境となっております。 

 こうした情勢の中で当社においては、雇用・所得環境の低下、デフレ圧力が強まるなかでの市場の冷え込み及び

これに伴う競争激化の影響を受け全般的に売上の回復には至っておりません。５月には展示即売会「AIKOフェスタ

2010」を実施し、夏季の猛暑によるエアコン関連の販売が好調に推移した結果、当第２四半期累計期間における売

上高は4,507百万円（前年同期比2.3％増）となりました。 

 利益面につきましては、売上総利益も売上高同様、順調に推移いたしました。経費につきましては効率的な支出

に努めてまいりましたが、営業損失58百万円（前年同期は営業損失62百万円）となり、経常損失9百万円（前年同

期は経常損失16百万円）、四半期純損失は16百万円（前年同期は四半期純損失31百万円）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  

 当第２四半期会計期間末の総資産は4,711百万円となり、前事業年度末に比べ342百万円減少いたしました。流動

資産は3,662百万円となり、318百万円減少いたしました。主な要因は売上債権の減少です。固定資産は1,048百万

円となり、前事業年度末に比べ23百万円減少いたしました。 

 当第２四半期会計期間末の負債合計は2,787百万円となり、前事業年度末に比べ308百万円減少いたしました。流

動負債は買掛金の減少と短期借入金の減少等により2,615百万円となり、前事業年度末に比べ281百万円減少いたし

ました。固定負債は役員退職慰労引当金の取崩等により172百万円となり、前事業年度末に比べ26百万円減少いた

しました。 

 これらにより当第２四半期会計期間末の純資産の部は1,923百万円となり、前事業年度末と比べ33百万円減少い

たしました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べて60百万

円増加し、681百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は126百万円（前年同期は694百万円の増加）となりました。主な資金の増加の要因

は売上債権の減少（364百万円）によるものです。減少要因としては仕入債務の減少（275百万円）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） 

 投資活動の結果減少した資金は３百万円（前年同期は15百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は63百万円（前年同期は330百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入

金の返済によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年４月30日発表の数値と同じであり、変更はありません。  

１．当四半期の業績等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法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の算定方法 

 法人税、住民税及び事業税の納付税額の算定に関して、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

しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境に著しい変化が生じておらず、かつ一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用しています。 

②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、事業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。 

③たな卸資産の評価方法 

 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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 681,837 621,675

受取手形 1,302,961 1,326,841

売掛金 1,372,482 1,712,668

商品 230,323 234,972

その他 78,334 85,861

貸倒引当金 △3,251 △1,181

流動資産合計 3,662,689 3,980,838

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 240,757 247,413

土地 415,040 415,040

その他（純額） 31,389 35,880

有形固定資産合計 687,186 698,334

無形固定資産 23,016 28,795

投資その他の資産   

投資有価証券 47,823 52,996

その他 340,917 333,448

貸倒引当金 △50,232 △40,938

投資その他の資産合計 338,508 345,506

固定資産合計 1,048,711 1,072,635

資産合計 4,711,401 5,053,474
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 380,748 378,731

買掛金 659,760 937,699

短期借入金 1,400,000 1,450,000

賞与引当金 24,000 －

その他 151,007 130,964

流動負債合計 2,615,516 2,897,395

固定負債   

退職給付引当金 121,309 126,216

役員退職慰労引当金 51,127 72,572

固定負債合計 172,436 198,788

負債合計 2,787,952 3,096,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,650 611,650

資本剰余金 691,950 691,950

利益剰余金 635,782 665,474

自己株式 △8,300 △8,014

株主資本合計 1,931,081 1,961,060

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,632 △3,770

評価・換算差額等合計 △7,632 △3,770

純資産合計 1,923,448 1,957,289

負債純資産合計 4,711,401 5,053,474
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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21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 4,405,854 4,507,374

売上原価 3,699,805 3,768,518

売上総利益 706,048 738,855

販売費及び一般管理費 768,476 797,553

営業損失（△） △62,427 △58,697

営業外収益   

仕入割引 56,121 57,197

その他 11,527 10,802

営業外収益合計 67,648 67,999

営業外費用   

支払利息 6,794 4,554

売上割引 14,349 13,997

その他 196 446

営業外費用合計 21,340 18,998

経常損失（△） △16,118 △9,696

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,098 405

特別利益合計 13,098 405

特別損失   

投資有価証券評価損 － 309

有形固定資産除却損 － 455

特別損失合計 － 765

税引前四半期純損失（△） △3,019 △10,056

法人税、住民税及び事業税 4,167 7,608

法人税等調整額 24,531 △1,130

法人税等合計 28,699 6,477

四半期純損失（△） △31,719 △16,534
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 2,232,637 2,356,215

売上原価 1,874,209 1,968,304

売上総利益 358,428 387,911

販売費及び一般管理費 364,036 369,521

営業利益又は営業損失（△） △5,608 18,390

営業外収益   

仕入割引 26,397 27,719

その他 9,220 6,921

営業外収益合計 35,617 34,641

営業外費用   

支払利息 3,026 2,226

売上割引 8,084 7,139

その他 154 427

営業外費用合計 11,265 9,794

経常利益 18,743 43,237

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,072 195

特別利益合計 6,072 195

特別損失   

有形固定資産除却損 － 62

特別損失合計 － 62

税引前四半期純利益 24,815 43,370

法人税、住民税及び事業税 2,095 5,425

法人税等調整額 31,961 17,530

法人税等合計 34,056 22,955

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,240 20,414
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △3,019 △10,056

減価償却費 25,108 22,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） 680 △4,907

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,002 △21,444

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,338 11,364

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,036 24,000

受取利息及び受取配当金 △1,941 △2,328

支払利息 6,794 4,554

投資有価証券評価損益（△は益） － 309

有形固定資産除却損 － 455

売上債権の増減額（△は増加） 912,117 364,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,237 4,649

前払費用の増減額（△は増加） △3,368 △2,658

未収入金の増減額（△は増加） 30,553 5,547

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,775 1,758

破産更生債権等の増減額（△は増加） 32,215 △18,899

仕入債務の増減額（△は減少） △203,312 △275,922

未払金の増減額（△は減少） △11,350 △1,975

未払費用の増減額（△は減少） △6,484 2,880

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,398 9,041

預り金の増減額（△は減少） △796 △873

その他 416 2,342

小計 691,378 114,440

利息及び配当金の受取額 2,260 2,296

利息の支払額 △6,859 △4,707

法人税等の支払額 △617 △1,972

法人税等の還付額 8,269 16,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 694,431 126,544

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 △15,787 △2,844

無形固定資産の取得による支出 △1,004 △1,980

投資有価証券の取得による支出 △170 △174

貸付けによる支出 － △620

貸付金の回収による収入 703 1,887

その他 945 633

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,313 △3,097

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） △300,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △179 △286

配当金の支払額 △30,610 △12,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,790 △63,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 348,327 60,162

現金及び現金同等物の期首残高 580,650 621,675

現金及び現金同等物の四半期末残高 928,977 681,837
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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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