
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年10月期第３四半期の連結業績（平成23年11月１日～平成24年７月31日）

（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10月期第３四半期 13,511 11.5 322 △19.0 447 △5.2 220 128.6
23年10月期第３四半期 12,120 7.7 398 60.6 472 71.5 96 △22.0

(注) 包括利益 24年10月期第３四半期 610百万円( 39.3％) 23年10月期第３四半期 431百万円( ―％)

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10月期第３四半期 7.92 ―
23年10月期第３四半期 3.46 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年10月期第３四半期 16,690 7,718 46.0
23年10月期 15,398 7,251 46.8

(参考) 自己資本 24年10月期第３四半期 7,671百万円 23年10月期 7,209百万円

２．配当の状況

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10月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年10月期 ― 2.50 ―

24年10月期(予想) 2.50 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月１日～平成24年10月31日）

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 18,500 12.5 485 △15.1 710 3.8 365 53.4 13.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

     

     

     

   
   

 

 

 

４. その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） 中正機械株式会社 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年10月期３Ｑ 28,007,448株 23年10月期 28,007,448株

② 期末自己株式数 24年10月期３Ｑ 130,979株 23年10月期 130,979株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期３Ｑ 27,876,469株 23年10月期３Ｑ 27,876,509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ますが、この四半期決算短

信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 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、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。
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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、東日本大震災の復興需要や米国、新興国向け輸

出の回復に伴い、緩やかな回復の兆しがみられましたが、長期化する円高や欧州金融不安の影響によ

り、先行き不透明な状況となりました。 

 当企業集団が関連いたします建設業界におきましては、リーマンショック以降抑制されていた設備

投資の緩やかな回復や、東日本大震災の復興工事が国内建設投資を押し上げることとなりました。 

 このような経営環境のなか、当企業集団は前年に引き続いて、在庫商品の拡充、顧客ニーズへの速

やかな対応、販売ルートの開拓および工具販売の強化により、業績拡大に取り組みました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、13,511百万円で、前年同四半期比

1,391百万円、11.5％の増加となりました。営業利益は322百万円で、前年同四半期比75百万円、

19.0％の減少となり、経常利益は、447百万円で、前年同四半期比24百万円、5.2％の減少となりまし

た。第３四半期純利益は、220百万円で、前年同四半期比124百万円、128.6％の増加となりました。 

  

①財政状態の変動状況について 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて805百万円増

加し10,302百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が359百万円増加、受取手形及び売

掛金が256百万円増加および商品が420百万円増加に対し、未収入金が231百万円減少したことによる

ものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて486百万円増

加し6,388百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が445百万円増加したことによるもの

であります。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて720百万円増

加し8,057百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が409百万円増加および短期借

入金が300百万円増加したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて105百万円増

加し914百万円となりました。この主な要因は、繰延税金負債が101百万円増加したことによるもので

あります。 

  

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて467百万円増加

し7,718百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が81百万円増加およびその他有価証券評

価差額金が381百万円増加したことによるものであります。 

  

 平成24年６月８日に公表いたしました業績予想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

（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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当第１四半期連結累計期間より、新たに設立した中正機械株式会社を連結の範囲に含めておりま

す。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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後に行われる会計上の変更およ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)および

「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。 

  

(法人税率の変更等による影響) 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年

４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が行われる

ことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は

従来の40.6％から、平成25年10月期から平成27年10月期までの連結会計年度に解消が見込まれる一時

差異については38.0％に、平成28年10月期以降の連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について

は35.6％となります。この税率変更により、固定資産の繰延税金資産が48千円、固定負債の繰延税金

負債が93,171千円、法人税等調整額が1,018千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が

92,105千円増加しております。  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,071,330 1,430,560

受取手形及び売掛金 6,075,500 6,331,840

商品 2,009,521 2,430,438

その他 360,842 130,099

貸倒引当金 △20,352 △20,229

流動資産合計 9,496,842 10,302,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 862,024 825,435

機械装置及び運搬具（純額） 45,184 66,932

土地 2,241,810 2,241,810

その他（純額） 47,783 58,687

有形固定資産合計 3,196,802 3,192,865

無形固定資産 22,067 38,747

投資その他の資産   

投資有価証券 2,599,316 3,044,877

破産更生債権等 53,636 10,874

その他 83,368 111,684

貸倒引当金 △53,636 △10,874

投資その他の資産合計 2,682,685 3,156,562

固定資産合計 5,901,555 6,388,175

資産合計 15,398,397 16,690,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,108,423 3,518,241

短期借入金 3,650,000 3,950,000

賞与引当金 135,787 67,425

その他 443,394 521,941

流動負債合計 7,337,604 8,057,608

固定負債   

繰延税金負債 554,282 655,861

退職給付引当金 213,187 218,441

長期未払金 40,517 38,797

その他 1,000 1,180

固定負債合計 808,987 914,280

負債合計 8,146,592 8,971,888
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,712,335 2,712,335

資本剰余金 1,728,146 1,728,146

利益剰余金 2,004,671 2,086,035

自己株式 △24,512 △24,512

株主資本合計 6,420,641 6,502,005

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 813,479 1,195,053

繰延ヘッジ損益 △1,862 △3,799

為替換算調整勘定 △23,069 △21,799

その他の包括利益累計額合計 788,546 1,169,454

少数株主持分 42,617 47,536

純資産合計 7,251,805 7,718,996

負債純資産合計 15,398,397 16,690,884

5/8

小林産業株式会社（8077）　平成24年10月期　第３四半期決算短信



（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22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 12,120,431 13,511,836

売上原価 9,263,841 10,481,923

売上総利益 2,856,589 3,029,912

販売費及び一般管理費 2,458,421 2,707,396

営業利益 398,168 322,515

営業外収益   

受取利息 66 817

受取配当金 43,910 44,903

受取賃貸料 30,932 28,792

デリバティブ評価益 29,590 78,765

仕入割引 39,909 46,705

その他 17,981 15,980

営業外収益合計 162,391 215,965

営業外費用   

支払利息 13,589 17,378

為替差損 55,674 64,058

その他 18,923 9,295

営業外費用合計 88,187 90,732

経常利益 472,371 447,748

特別利益   

投資有価証券売却益 3,077 42,661

固定資産売却益 21 －

特別利益合計 3,098 42,661

特別損失   

投資有価証券評価損 － 18,450

固定資産売却損 10,029 －

固定資産除却損 989 100

災害による損失 204,384 1,364

災害損失引当金繰入額 82,213 －

特別損失合計 297,617 19,915

税金等調整前四半期純利益 177,852 470,495

法人税、住民税及び事業税 58,810 220,716

法人税等調整額 19,244 26,221

法人税等合計 78,055 246,937

少数株主損益調整前四半期純利益 99,797 223,557

少数株主利益 3,213 2,810

四半期純利益 96,583 220,746
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 99,797 223,557

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 336,256 386,919

繰延ヘッジ損益 △1,464 △1,936

為替換算調整勘定 △3,060 2,116

その他の包括利益合計 331,730 387,099

四半期包括利益 431,527 610,657

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 423,721 601,654

少数株主に係る四半期包括利益 7,806 9,003
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該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

Ⅰ前第３四半期連結累計期間(自 平成22年11月１日 至 平成23年７月31日)  

当企業集団は、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略してお

ります。 

  

Ⅱ当第３四半期連結累計期間(自 平成23年11月１日 至 平成24年７月31日)  

当企業集団は、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略してお

ります。 

  

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）セグメント情報等

（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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