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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 1,304 △10.0 94 16.2 104 12.7 64 16.6
24年3月期第1四半期 1,449 0.0 81 6.7 92 11.6 55 18.4

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

25年3月期第1四半期 22.00 ―
24年3月期第1四半期 18.87 ―

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

25年3月期第1四半期 4,601 2,583 56.1 878.44
24年3月期 4,846 2,566 53.0 872.71
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,583百万円 24年3月期  2,566百万円

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  ：  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

24年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 10.00 ― 15.00 25.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 3,000 2.8 240 21.4 250 16.4 150 16.9 51.01
通期 6,200 1.5 600 9.1 620 6.3 370 15.7 125.81



(1) 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、添付資料Ｐ．３ 「 ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (１)四半期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。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注) 詳細は、添付資料Ｐ．３ 「 ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２） 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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 4,587,836 株 24年3月期 4,587,836 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,646,964 株 24年3月期 1,646,964 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 2,940,872 株 24年3月期1Q 2,940,884 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あり、この四半期決算短信の開示時点において、金商品取引法に基づく四半
期財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３) 業績予想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１四半期累計期間における住宅向けの管工機材業界におきましては、住宅エコポイントやフラット35Ｓの金

利優遇制度等が再開されるなど、政府の住宅関連施策の下支えや、東日本大震災の被災地の復旧需要などから新設

住宅着工戸数は緩やかな回復傾向にあるものの、一方では景気の先行きに不透明感が増しており、依然として厳し

い状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社は、効率的な営業活動や指定化活動の推進、自社ブランド製品の充実、物流サービ

スの強化など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13億４百

万円（前年同四半期比10.0％減）となりました。利益面では、営業利益９千４百万円（前年同四半期比16.2％

増）、経常利益１億４百万円（前年同四半期比12.7％増）、四半期純利益６千４百万円（前年同四半期比16.6％

増）となりました。 

  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 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２億４千万円減少し、37億３千８百万円となりました。 

これは主に、売上高が減少したため売上債権が２億５千１百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産の残高は、前事業年度末に比べて５百万円減少し、８億６千２百万円となりました。 

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あります。  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて２億４千５百万円減少し、46億１百万円となりました。  

  

（ロ）負債 

 流動負債の残高は、前事業年度末に比べて２億６百万円減少し、17億５千４百万円となりました。 

これは主に、仕入債務が９千８百万円減少したことや未払法人税等が９千９百万円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５千５百万円減少し、２億６千２百万円となりました。 

これは主に有利子負債の純減によるものであります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて２億６千２百万円減少し、20億１千７百万円となりました。 

  

（ハ）純資産 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて１千６百万円増加し、25億８千３百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払いによる減少はあったものの、四半期純利益６千４百万円を計上したことによるもので

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務予想につきましては、現時点において平成24年５月11日付「平成24年３月期

決算短信[日本基準]（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更ございません。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,048,324 1,032,488

受取手形及び売掛金 2,161,188 1,909,384

商品及び製品 710,406 736,727

貯蔵品 3,945 1,368

その他 56,004 59,709

貸倒引当金 △1,100 △1,000

流動資産合計 3,978,769 3,738,679

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 64,324 63,228

土地 369,722 369,722

その他（純額） 19,826 18,874

有形固定資産合計 453,873 451,825

無形固定資産 19,936 18,963

投資その他の資産   

投資有価証券 116,855 111,048

繰延税金資産 106,827 108,894

その他 172,307 172,948

貸倒引当金 △1,767 △1,011

投資その他の資産合計 394,223 391,880

固定資産合計 868,033 862,668

資産合計 4,846,803 4,601,347
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,240,627 1,142,122

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 214,296

未払法人税等 141,554 41,803

賞与引当金 47,000 23,500

その他 118,000 133,264

流動負債合計 1,961,478 1,754,987

固定負債   

長期借入金 242,816 189,242

役員退職慰労引当金 69,917 67,681

その他 6,070 6,070

固定負債合計 318,803 262,993

負債合計 2,280,281 2,017,980

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 3,834,160 3,854,745

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 2,552,614 2,573,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,906 10,166

評価・換算差額等合計 13,906 10,166

純資産合計 2,566,521 2,583,366

負債純資産合計 4,846,803 4,601,347
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,449,571 1,304,332

売上原価 1,050,076 904,502

売上総利益 399,494 399,829

販売費及び一般管理費 318,014 305,141

営業利益 81,480 94,688

営業外収益   

受取配当金 1,897 2,186

仕入割引 16,242 12,505

その他 3,313 2,780

営業外収益合計 21,453 17,472

営業外費用   

支払利息 3,179 1,943

売上割引 6,659 5,518

その他 211 －

営業外費用合計 10,049 7,462

経常利益 92,884 104,698

税引前四半期純利益 92,884 104,698

法人税等合計 37,400 40,000

四半期純利益 55,484 64,698
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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