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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 17,150 △2.8 △38 ― △47 ― △117 ―
22年3月期第3四半期 17,651 △8.0 162 △14.3 143 △25.1 40 53.0

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3四半期 △30.09 ―
22年3月期第3四半期 10.37 ―

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3四半期 12,542 3,218 25.7 826.40
22年3月期 11,826 3,343 28.3 858.51

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,218百万円 22年3月期  3,343百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
8.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 23,215 △0.3 32 △81.4 82 △56.1 7 △59.9 1.93



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 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3Q 3,969,000株 22年3月期  3,969,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  74,332株 22年3月期  74,332株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 3,894,668株 22年3月期3Q 3,894,668株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国が堅調な経済成長を維持したものの、急激な
円高の進行により輸出関連企業の収益が伸び悩みました。また、景気対策が一巡したことにより生産活
動、個人消費が鈍化し、その影響で設備投資が停滞気味となるなど、回復に向かっていた景気は足踏み状
態となりました。 
管工機材業界においては、住宅ローン関連の優遇措置、贈与税の非課税枠拡大、住宅エコポイント制度

の拡充などが追い風となり、新設住宅着工戸数は前年比プラスに転じています。ただし、着工戸数の水準
は依然として低い状態であり、本格的な回復には至っておりません。 
このような状況の下、全国の販売ネットワークを活かした新商権、新分野の開拓を継続して行っていま

す。その効果もあり、回復が遅れていた都市部を含めた大部分の地域で、売上が前年を上回る状態となっ
てきました。 
しかしながら、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は17,150百万円（前年同期比2.8％減少）とな

り、利益率が低下したこともあり売上総利益は2,966百万円（前年同期比8.6％減少）となりました。 
 販売費及び一般管理費を76百万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38百万円（前
年同期は162百万円の利益）となりました。また、デリバティブ評価損57百万円を営業外費用に計上した
ことなどにより、経常損失は47百万円（前年同期は143百万円の利益）となり、四半期純損失は117百万円
（前年同期は40百万円の利益）となりました。 

  

  

(資産の部) 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて761百万円増加し、流動
資産合計で8,719百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が110百万円減少するも、受取手形
及び売掛金が708百万円、商品及び製品が179百万円増加したこと等によるものです。 
当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて45百万円減少し、固定資

産合計で3,823百万円となりました。この主な要因は、固定資産の減価償却による減少等によるもので
す。 
  

(負債の部) 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,004百万円増加し、流
動負債合計で7,389百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が747百万円、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３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて163百万円減少し、固定

負債合計で1,935百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が235百万円減少したこと等によるも
のです。 
  

(純資産の部) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて125百万円減少し、純資産
合計で3,218百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が132百万円減少したこと等によるもので
す。 

  

  

業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしま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。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  
法人税等の算定方法 
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。 

  

１．会計処理基準に関する変更 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ576千円増加、税金
等調整前四半期純損失は5,952千円増加しております。 

  

２．表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸
表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第
３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,100,165 1,210,973

受取手形及び売掛金 5,150,402 4,442,319

商品及び製品 2,054,192 1,875,014

仕掛品 72,913 59,811

原材料及び貯蔵品 185,290 133,686

その他 168,252 251,359

貸倒引当金 △11,729 △14,789

流動資産合計 8,719,488 7,958,375

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 303,907 324,570

機械装置及び運搬具（純額） 12,914 16,118

土地 1,808,701 1,808,701

その他（純額） 49,252 61,898

有形固定資産合計 2,174,776 2,211,288

無形固定資産 53,366 36,187

投資その他の資産

その他 1,743,011 1,772,137

貸倒引当金 △147,728 △151,025

投資その他の資産合計 1,595,283 1,621,112

固定資産合計 3,823,426 3,868,588

資産合計 12,542,915 11,826,964
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(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 5,484,445 4,737,315

短期借入金 750,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 898,700 1,017,374

未払法人税等 － 80,544

賞与引当金 57,465 118,641

その他 198,494 230,390

流動負債合計 7,389,105 6,384,264

固定負債

長期借入金 906,260 1,142,219

退職給付引当金 571,901 538,666

役員退職慰労引当金 12,911 15,387

負ののれん 4,325 17,302

その他 439,872 385,529

固定負債合計 1,935,271 2,099,105

負債合計 9,324,376 8,483,369

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 1,790,044 1,922,828

自己株式 △41,843 △41,843

株主資本合計 3,197,911 3,330,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,626 12,897

評価・換算差額等合計 20,626 12,897

純資産合計 3,218,538 3,343,594

負債純資産合計 12,542,915 11,826,964
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年12月31日)

売上高 17,651,122 17,150,802

売上原価 14,406,735 14,184,022

売上総利益 3,244,386 2,966,780

販売費及び一般管理費 3,081,593 3,005,478

営業利益又は営業損失（△） 162,793 △38,697

営業外収益

受取利息 1,437 457

受取配当金 3,824 3,944

負ののれん償却額 21,170 12,976

不動産賃貸料 50,484 52,293

仕入割引 97,384 99,637

その他 18,375 35,264

営業外収益合計 192,676 204,574

営業外費用

支払利息 26,740 21,951

手形売却損 30,537 27,707

不動産賃貸原価 38,974 38,590

売上割引 39,174 36,519

貸倒引当金繰入額 120 －

デリバティブ評価損 43,753 57,348

その他 33,065 31,406

営業外費用合計 212,365 213,524

経常利益又は経常損失（△） 143,103 △47,647

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,574 5,508

特別利益合計 15,574 5,508

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,376

固定資産除却損 344 20

投資有価証券売却損 － 199

投資有価証券評価損 － 16,805

特別損失合計 344 22,401

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（△）

158,334 △64,540

法人税等 117,941 52,665

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △117,205

四半期純利益又は四半期純損失（△） 40,392 △117,205
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

158,334 △64,540

減価償却費 63,127 62,315

負ののれん償却額 △21,170 △12,976

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,454 △5,508

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,586 △61,176

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,205 33,235

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,129 △2,475

受取利息及び受取配当金 △5,261 △4,401

支払利息 26,740 21,951

デリバティブ評価損益（△は益） 43,753 57,348

手形売却損 30,537 27,707

投資有価証券売却損益（△は益） － 199

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,805

固定資産除却損 344 20

売上債権の増減額（△は増加） 523,499 △807,039

割引手形の増減額（△は減少） △243,243 98,955

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,111 △243,884

仕入債務の増減額（△は減少） △625,700 747,130

その他 △3,199 △27,379

小計 △74,832 △163,713

利息及び配当金の受取額 5,269 4,417

利息の支払額 △57,277 △51,200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △167,037 △64,940

営業活動によるキャッシュ・フロー △293,878 △275,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △38,847 △14,516

有形固定資産の売却による収入 379 425

投資有価証券の取得による支出 △3,249 △3,753

投資有価証券の売却による収入 100 228

貸付金の回収による収入 1,989 4,283

その他 △5,761 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,390 △3,332

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） 800,000 550,000

長期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △872,158 △854,633

配当金の支払額 △35,073 △15,578

財務活動によるキャッシュ・フロー 392,768 179,788

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,495 △1,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,004 △100,807

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,752 1,190,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,139,756 1,090,165
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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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