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1.  平成25年5月期第1四半期の連結業績（平成24年5月21日～平成24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 ％

25年5月期第1四半期 10,508 △6.7 584 △27.4 750 △24.0 413 △27.4
24年5月期第1四半期 11,258 △2.3 804 3.4 988 4.4 570 26.0

（注）包括利益 25年5月期第1四半期 439百万円 （△20.7％） 24年5月期第1四半期 554百万円 （27.7％）

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5月期第1四半期 41.32 ―
24年5月期第1四半期 55.31 ―

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5月期第1四半期 37,822 30,813 81.5 3,092.80
24年5月期 38,209 30,864 80.8 3,061.62
（参考） 自己資本   25年5月期第1四半期  30,806百万円 24年5月期  30,856百万円

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5月期 ― 26.00 ― 26.00 52.00
25年5月期 ―
25年5月期（予想） 26.00 ― 26.00 52.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年5月 21日～平成25年 5月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 43,750 0.1 2,410 △0.6 3,235 △0.3 1,800 5.5 178.60



(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「１．四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。 

※  注記事項

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   ：  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5月期1Q 11,405,400 株 24年5月期 11,405,400 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q 1,444,625 株 24年5月期 1,327,025 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 10,017,248 株 24年5月期1Q 10,304,801 株
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（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、一部に回復の兆しが見られるものの、長期にわ 

    たる円高や株式市場の低迷、電力供給の懸念などにより、本格的な回復には繋がらず、先行き不透明 

  な状況で推移しました。 

   電設資材卸売業界におきましても、省エネ、創エネ関連商品の需要が増加しましたが、地上デジタ 

  ル放送移行完了に伴う反動減のあった通信・情報設備類をはじめとして、全般的に設備需要の抑制が 

  見られ、依然として厳しい状況が続いております。  

   このような状況下、当社グループは、新規得意先を獲得する一方、個別債権管理を徹底して債権の 

  良質化を図るとともに、専門部署による得意先営業活動支援を積極的に活用して信頼関係の更なる強 

  化に努め、持続的成長の基盤作りに注力してまいりました。 

   この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、105億８百万円（前年同期比6.7%減）となりまし 

  た。損益面につきましては、粗利益率の若干の低下もあり、営業利益は５億８千４百万円（前年同期 

  比27.4%減）、経常利益は７億５千万円（前年同期比24.0%減）、四半期純利益は４億１千３百万円 

 （前年同期比27.4%減）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、245億９千１百万円となり、前連結会計年 

  度末に比べ３億９千９百万円減少しました。これは主に現金及び預金の２億７千万円減少、受取手形 

  及び売掛金の３億１千３百万円減少、商品の１億８千７百万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、132億３千１百万円となり、前連結会計年 

  度末に比べ大きな変動はありません。 

 （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、54億６千９百万円となり、前連結会計年 

  度末に比べ３億６千２百万円減少しました。これは主に買掛金の４億７千７百万円増加、短期借入金 

  の４億２千万円減少、未払法人税等の３億３千６百万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、15億３千９百万円となり、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、308億１千３百万円となり、前連結会計年度 

  末に比べ５千万円減少しました。これは主に四半期純利益の計上による４億１千３百万円の増加及び 

  配当金の支払による２億６千２百万円の減少に伴う利益剰余金の１億５千１百万円増加、自己株式の 

  取得による２億２千８百万円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３億８千７ 

  百万円減少して、378億２千２百万円となっております。 

   

 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７億４千８百万円となり、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６億９千８百万円獲得、投資活動によるキャッシュ・フローで５千８百万円使用、財務活動によ 

  るキャッシュ・フローで９億１千万円使用したことにより、前連結会計年度末に比べて２億７千１百 

  万円減少し、163億６千６百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は、６億９千８百万円（前年同四半期は２億７千４百万円使用）とな 

  りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益７億４千８百万円、売上債権の減少額３億１千４ 

  百万円、仕入債務の増加額４億７千７百万円等の増加の一方、たな卸資産の増加額１億８千７百万円、 

  法人税等の支払額６億３千５百万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、５千８百万円（前年同四半期は３千３百万円使用）となりまし 

１．当四半期決算に関する定性的情報



  た。これは主に、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、９億１千万円（前年同四半期は６億７千８百万円使用）となりま 

  した。これは主に、短期借入金の純減少額４億２千万円、配当金の支払額２億６千２百万円、自己株 

  式の取得による支出２億２千８百万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24年７月９日の決算短信で公表いたしました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 

 （税金費用の計算） 

  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）  

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年５月21 

 日以降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。  

  これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,640,775 16,370,396

受取手形及び売掛金 7,153,907 6,840,497

商品 796,354 983,773

繰延税金資産 230,533 230,533

その他 194,767 190,254

貸倒引当金 △25,369 △24,193

流動資産合計 24,990,969 24,591,260

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,857,163 7,857,163

その他（純額） 2,215,270 2,181,932

有形固定資産合計 10,072,434 10,039,095

無形固定資産 454,779 451,633

投資その他の資産 2,691,704 2,740,496

固定資産合計 13,218,918 13,231,226

資産合計 38,209,887 37,822,486

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,498,641 2,976,448

短期借入金 1,830,000 1,410,000

1年内返済予定の長期借入金 1,404 1,404

未払法人税等 675,094 338,856

賞与引当金 196,428 98,821

その他 630,016 643,668

流動負債合計 5,831,583 5,469,199

固定負債   

長期借入金 682 331

退職給付引当金 770,161 782,941

役員退職慰労引当金 672,049 684,207

資産除去債務 15,621 15,642

その他 55,207 56,579

固定負債合計 1,513,721 1,539,700

負債合計 7,345,305 7,008,899



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 31,102,444 31,254,316

自己株式 △2,682,833 △2,911,360

株主資本合計 30,799,241 30,722,587

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 56,925 84,100

その他の包括利益累計額合計 56,925 84,100

少数株主持分 8,414 6,898

純資産合計 30,864,581 30,813,586

負債純資産合計 38,209,887 37,822,486



（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23年５月21日 
 至 平成23年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成24年８月20日) 

売上高 11,258,659 10,508,618

売上原価 8,816,770 8,277,188

売上総利益 2,441,889 2,231,430

販売費及び一般管理費 1,636,974 1,647,005

営業利益 804,915 584,425

営業外収益   

受取利息 4,659 6,791

受取配当金 7,197 5,932

受取会費 151,154 136,898

その他 21,403 18,367

営業外収益合計 184,415 167,989

営業外費用   

支払利息 526 1,023

その他 246 488

営業外費用合計 773 1,512

経常利益 988,557 750,902

特別利益   

固定資産売却益 122 42

特別利益合計 122 42

特別損失   

固定資産売却損 5,414 1,064

固定資産除却損 468 1,741

投資有価証券評価損 6,170 －

特別損失合計 12,052 2,805

税金等調整前四半期純利益 976,626 748,139

法人税等 406,237 335,745

少数株主損益調整前四半期純利益 570,388 412,394

少数株主利益又は少数株主損失（△） 385 △1,515

四半期純利益 570,003 413,910



（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23年５月21日 
 至 平成23年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成24年８月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 570,388 412,394

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,059 27,174

その他の包括利益合計 △16,059 27,174

四半期包括利益 554,329 439,568

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 553,944 441,084

少数株主に係る四半期包括利益 385 △1,515



（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23年５月21日 
 至 平成23年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月21日 
 至 平成24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 976,626 748,139

減価償却費 62,044 75,171

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,548 △2,761

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,641 △97,606

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,282 12,779

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,147 12,158

受取利息及び受取配当金 △11,856 △12,723

支払利息 526 1,023

固定資産売却損益（△は益） 5,291 1,022

売上債権の増減額（△は増加） △367,121 314,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,419 △187,418

仕入債務の増減額（△は減少） 170,387 477,807

その他 △66,614 △19,152

小計 590,538 1,323,433

利息及び配当金の受取額 12,292 11,836

利息の支払額 △526 △1,023

法人税等の支払額 △876,640 △635,631

営業活動によるキャッシュ・フロー △274,336 698,614

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 △40,298 △40,669

有形固定資産の売却による収入 7,238 829

その他 △446 △19,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,506 △58,939

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） △350,000 △420,000

長期借入金の返済による支出 △351 △351

自己株式の取得による支出 △59,517 △228,526

配当金の支払額 △268,461 △262,037

財務活動によるキャッシュ・フロー △678,330 △910,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △986,173 △271,239

現金及び現金同等物の期首残高 15,010,671 16,637,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,024,497 16,366,096



     該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

   

   

 Ⅰ.前第１四半期連結会計期間（自 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。    

   

 Ⅱ.当第１四半期連結会計期間（自 平成24年５月21日 至 平成24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。    

   

（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

（６）セグメント情報等
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