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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年5月21日～平成23年8月20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 ％

24年5月期第1四半期 11,258 △2.3 804 3.4 988 4.4 570 26.0
23年5月期第1四半期 11,523 3.7 778 15.0 946 11.7 452 △3.4

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 554百万円 （36.1％） 23年5月期第1四半期 434百万円 （―％）

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

24年5月期第1四半期 55.31 ―
23年5月期第1四半期 42.41 ―

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

24年5月期第1四半期 36,831 30,382 82.5 2,941.90
23年5月期 37,388 30,156 80.6 2,920.00
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  30,368百万円 23年5月期  30,142百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年5月期 ― 26.00 ― 26.00 52.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 26.00 ― 26.00 52.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年5月21日～平成24年5月20日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 24,188 △0.2 1,580 △2.0 1,995 △4.6 1,098 0.1 106.36
通期 48,500 1.6 3,130 2.0 3,970 4.2 2,190 2.7 212.14



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
・詳細は、添付資料P3「2. サマリー情報（その他）に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

・詳細は、添付資料P3「2. サマリー情報（その他）に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、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完了しております。 

※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、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 
については、添付資料P3「1. 当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期1Q 11,405,400 株 23年5月期 11,405,400 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 1,082,496 株 23年5月期 749,596 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 10,304,801 株 23年5月期1Q 10,668,313 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  9



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、欧州及び米国に

 おける債務問題の拡大機会等による円高の進行や東日本大震災による原子力発電や電力供給の制約の問題もあ 

 り、依然として厳しい状況となりました。 

   このような状況下、当社グループは地上デジタル放送移行への駆け込み需要を取り込むと共に、省エネ関連 

  として今後の需要拡大が見込まれるＬＥＤ照明や太陽光発電システムの取扱いを積極的に拡大してまいりまし  

  た。 

  しかしながら、前年同期間における猛暑効果の反動減もあり、当第１四半期連結累計期間の売上高は、112億 

 ５千８百万円（前年同期比2.3%減）となりました。損益面につきましては、粗利益率の確保や経費削減に努めた

 結果、営業利益は８億４百万円（前年同期比3.4%増）、経常利益は９億８千８百万円（前年同期比4.4%増）、四

 半期純利益は５億７千万円（前年同期比26.0%増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債の状況 

（流動資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、233億４千２百万円となり、前連結会計年度末に比 

 べ４億９千５百万円減少しました。これは主に現金及び預金の９億８千５百万円減少、受取手形及び売掛金の３

 億７千２百万円増加、商品の５千８百万円増加等によるものであります。 

（固定資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、134億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比 

 べ６千２百万円減少しました。これは主に有形固定資産の２千８百万円減少、投資有価証券の３千３百万円減少

 等によるものであります。 

（流動負債） 

  当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、50億１千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ

 ７億８千２百万円減少しました。これは主に買掛金の１億７千万円増加、短期借入金の３億５千万円減少、未払

 法人税等の４億７千５百万円減少、賞与引当金の１億１千万円減少等によるものであります。 

（固定負債）  

  当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、14億３千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ

 大きな変動はありません。 

（純資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、303億８千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

 ２億２千６百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上による５億７千万円の増加及び配当金の支払 

 による２億６千８百万円の減少等に伴う利益剰余金の３億１百万円増加、自己株式の取得による５千９百万円 

 の減少等によるものであります。   

  

  以上により、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億５千７百万円減少

 して、368億３千１百万円となっております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結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、税金等調整前四半期

 純利益が９億７千６百万円となり、法人税等の支払後の営業活動によるキャッシュ・フローで２億７千４百万円

 使用、投資活動によるキャッシュ・フローで３千３百万円使用、財務活動によるキャッシュ・フローで６億７千

 ８百万円使用したことにより、前連結会計年度末に比べて９億８千６百万円減少し、140億２千４百万円となり 

 ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、２億７千４百万円（前年同四半期は３億１千３百万円増加）となりました。

 これは主に、税金等調整前四半期純利益９億７千６百万円、仕入債務の増加額１億７千万円等の増加の一方、売

 上債権の増加額３億６千７百万円、賞与引当金の減少額１億１千万円、法人税等の支払額８億７千６百万円等の

 減少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、３千３百万円（前年同四半期は１千１百万円増加）となりました。これは主

 に営業所出店に伴なう、有形固定資産の取得による支出４千万円等の減少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、６億７千８百万円（前年同四半期は３億３百万円増加）となりました。 

 これは主に、短期借入金の純減少額３億５千万円、配当金の支払額２億６千８百万円等の減少によるものであ 

 ります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年７月11日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

 通期の連結業績予想に変更はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

   固定資産税の減価償却の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間接分する方法としておりま 

  す。 

２．特有の会計処理 

   税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更 

 及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬 

 の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま 

 す。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,011,746 14,026,002

受取手形及び売掛金 7,428,394 7,801,038

商品 1,109,844 1,168,263

繰延税金資産 183,868 183,868

その他 131,837 187,442

貸倒引当金 △28,140 △24,113

流動資産合計 23,837,551 23,342,501

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,863,921 7,856,643

その他（純額） 2,155,454 2,134,428

有形固定資産合計 10,019,376 9,991,072

無形固定資産 479,149 472,710

投資その他の資産 3,052,469 3,025,098

固定資産合計 13,550,995 13,488,881

資産合計 37,388,546 36,831,383

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,960,594 3,130,981

短期借入金 1,050,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,404 1,404

未払法人税等 884,640 409,563

賞与引当金 232,506 121,864

その他 664,060 647,281

流動負債合計 5,793,205 5,011,094

固定負債   

長期借入金 2,086 1,735

退職給付引当金 751,442 739,160

役員退職慰労引当金 623,417 635,564

資産除去債務 6,539 6,559

その他 55,470 54,465

固定負債合計 1,438,954 1,437,485

負債合計 7,232,160 6,448,580



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 865,000 865,000

資本剰余金 1,514,631 1,514,631

利益剰余金 29,931,077 30,232,686

自己株式 △2,211,839 △2,271,356

株主資本合計 30,098,870 30,340,961

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,052 27,993

その他の包括利益累計額合計 44,052 27,993

少数株主持分 13,463 13,848

純資産合計 30,156,386 30,382,803

負債純資産合計 37,388,546 36,831,383



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 11,523,688 11,258,659

売上原価 9,036,784 8,816,770

売上総利益 2,486,903 2,441,889

販売費及び一般管理費 1,708,349 1,636,974

営業利益 778,554 804,915

営業外収益   

受取利息 4,308 4,659

受取配当金 7,471 7,197

受取会費 138,784 151,154

その他 18,952 21,403

営業外収益合計 169,516 184,415

営業外費用   

支払利息 740 526

その他 397 246

営業外費用合計 1,138 773

経常利益 946,933 988,557

特別利益   

有形固定資産売却益 － 122

特別利益合計 － 122

特別損失   

有形固定資産売却損 55,557 5,414

有形固定資産除却損 1,476 468

投資有価証券評価損 78,922 6,170

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,063 －

特別損失合計 140,019 12,052

税金等調整前四半期純利益 806,913 976,626

法人税等 356,197 406,237

少数株主損益調整前四半期純利益 450,716 570,388

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,692 385

四半期純利益 452,408 570,003



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成23年８月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 450,716 570,388

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,530 △16,059

その他の包括利益合計 △16,530 △16,059

四半期包括利益 434,185 554,329

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 435,878 553,944

少数株主に係る四半期包括利益 △1,692 385



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成23年８月20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 806,913 976,626

減価償却費 68,013 62,044

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,063 －

のれん償却額 3,613 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,534 △9,548

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,281 △110,641

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,493 △12,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,100 12,147

受取利息及び受取配当金 △11,780 △11,856

支払利息 740 526

有形固定資産売却損益（△は益） 55,557 5,291

売上債権の増減額（△は増加） △502,753 △367,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,280 △58,419

仕入債務の増減額（△は減少） 882,330 170,387

その他 △7,187 △66,614

小計 1,073,090 590,538

利息及び配当金の受取額 10,845 12,292

利息の支払額 △719 △526

法人税等の支払額 △769,361 △876,640

営業活動によるキャッシュ・フロー 313,853 △274,336

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 △40,680 △40,298

有形固定資産の売却による収入 46,896 7,238

無形固定資産の取得による支出 △2,212 －

貸付金の回収による収入 1,284 －

その他 6,486 △446

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,774 △33,506

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） 650,000 △350,000

長期借入金の返済による支出 △1,977 △351

自己株式の取得による支出 △76,595 △59,517

配当金の支払額 △267,429 △268,461

財務活動によるキャッシュ・フロー 303,997 △678,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 629,625 △986,173

現金及び現金同等物の期首残高 12,174,525 15,010,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,804,151 14,024,497



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ．前第１四半期連結会計期間（平成22年５月21日 至 平成22年８月20日） 

   当社グループの報告セグメントは、「電気工事材料の販売」のみであるため、記載を省略しております。 

Ⅱ．当第１四半期連結会計期間（平成23年５月21日 至 平成23年８月20日） 

   当社グループの報告セグメントは、「電気工事材料の販売」のみであるため、記載を省略しております。  

  

 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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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