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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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3月期第2四半期 10,773 7.6 264 △4.1 256 △3.9 95 △5.9

24年3月期第2四半期 10,014 17.5 276 136.8 267 144.5 101 107.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 95百万円 （△7.4％） 24年3月期第2四半期 102百万円 （135.4％）

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2四半期 10.84 ―

24年3月期第2四半期 11.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 19,130 8,246 43.1
24年3月期 19,568 8,239 42.1

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,246百万円 24年3月期  8,239百万円

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  

配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

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 ― 10.00 20.00

25年3月期 ― 10.00

25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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 23,650 12.2 1,203 122.7 1,203 130.4 638 394.1 72.44



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。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２ページ「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。 

※  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3月期2Q 8,832,000 株 24年3月期 8,832,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 23,652 株 24年3月期 23,483 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,808,409 株 24年3月期2Q 8,808,583 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要等に支えられ、期間前半は、企業収益や雇用環

境に一部改善の動きがみられました。しかしながら、欧州債務問題、中国ほか新興国の景気減速を背景とした海外

経済の下振れや、円高の長期化等、景気回復の動きに足踏みがみられ先行き不透明感の強い状況で推移いたしまし

た。 

 当企業グループの属する建設関連業界におきましては、新設住宅着工戸数等に緩やかに持ち直しの動きが見られ

るものの復興関連需要を含め、需要の本格回復には至らず低調で推移いたしました。 

 このような状況の中、当企業グループにおきましては、更なる地域シェアの拡大を図ってまいりました。具体的

には、全国展開している営業ネットワーク網を活用、多様化した競争での需要獲得、的確な情報の収集等を強化

し、顧客への提案営業を中心とした、物件受注の競争力を高めた営業活動の差別化を図ってまいりました。 

 また、経営戦略の柱に据えている出店戦略につきましても、近年出店した営業所を強化し更なる地域シェア獲得

に尽力してまいりました。 

 子会社の㈱木村電気工業につきましては、震災及び地デジ化終焉による反動等による需要の激減から前年の業績

ダメージを回復できず、厳しく推移いたしました。 

 この様な厳しい状況の中、技術革新による新規市場における需要の獲得、メーカーとのタイアップ交渉、製造部

門の効率化による業績の回復及び向上に注力し、当会計期間後半には、若干回復の兆しが見えてまいりました。 

 この結果、売上高は 千円（前年同四半期比 ％）となりました。同利益面におきましては、営業

利益 千円（前年同四半期比 ％）、経常利益 千円（前年同四半期比 ％）、四半期純利益

千円（前年同四半期比 ％）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、純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円とな

りました。 

 流動資産は、受取手形及び売掛金、商品及び製品の減少等により、前連結会計年度末に比べ 千円減少

し、 千円となりました。 

 固定資産は、新設営業所建物取得等がありましたが、本社社屋建替えに伴う建物及び構築物の減少等により、

前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金、未払法人税の減少等により、前連結会計年度末に比べ 千円減少

し、 千円となりました。 

 固定負債は、役員退職慰労引当金の減少等がありましたが、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度

末に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

 純資産は、剰余金の配当等がありましたが、当期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末

に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 千円増加し、 千円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、仕入債務の減少等があったものの、税金等調整前四半期純利益、売上債権の

減少及びたな卸資産の減少等により 千円（前年同期に使用した資金は 千円）となりました。 

（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、新設営業所建物取得等により 千円（前年同期に使用した資金は

千円）となりました。 

（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、配当金の支払い等により 千円（前年同期に得られた資金は 千

円）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点では平成24年５月10日に公表いたしました連結業績予

想から変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

10,773,894 107.6

264,807 95.9 256,648 96.1

95,493 94.1

437,709 19,130,781

381,009

8,746,210

56,700 10,384,571

464,769

9,949,946

20,048 934,613

7,011 8,246,221

15,612 645,784

293,577 561,453

172,308

228,677

105,656 678,046
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（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 

 該当事項はありません。  

（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、第１四半期連結会計期間より、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。 

これによる損益への影響は、軽微であります。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 630,171 645,784

受取手形及び売掛金 6,651,694 6,394,801

商品及び製品 1,613,457 1,501,528

仕掛品 5,393 7,783

原材料及び貯蔵品 65,644 51,188

繰延税金資産 59,911 58,415

その他 105,538 91,098

貸倒引当金 △4,592 △4,391

流動資産合計 9,127,219 8,746,210

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,657,565 2,632,223

土地 6,804,423 6,807,231

その他（純額） 239,154 168,228

有形固定資産合計 9,701,144 9,607,683

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 13,871 13,531

無形固定資産合計 197,125 196,786

投資その他の資産   

繰延税金資産 341,579 365,195

その他 334,524 346,628

貸倒引当金 △133,102 △131,723

投資その他の資産合計 543,002 580,100

固定資産合計 10,441,272 10,384,571

資産合計 19,568,491 19,130,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,407,321 3,083,583

短期借入金 6,280,000 6,280,000

未払法人税等 233,601 126,160

賞与引当金 85,373 84,795

その他 408,420 375,407

流動負債合計 10,414,716 9,949,946
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

退職給付引当金 799,286 864,603

役員退職慰労引当金 45,300 12,740

その他 69,978 57,269

固定負債合計 914,565 934,613

負債合計 11,329,281 10,884,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,215,517 6,222,925

自己株式 △13,546 △13,623

株主資本合計 8,226,325 8,233,655

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,885 12,565

その他の包括利益累計額合計 12,885 12,565

純資産合計 8,239,210 8,246,221

負債純資産合計 19,568,491 19,130,781
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（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,014,062 10,773,894

売上原価 8,226,287 8,959,794

売上総利益 1,787,774 1,814,100

販売費及び一般管理費 1,511,515 1,549,293

営業利益 276,259 264,807

営業外収益   

受取利息 61 19

その他 5,188 6,051

営業外収益合計 5,250 6,071

営業外費用   

支払利息 14,435 14,225

その他 2 4

営業外費用合計 14,437 14,229

経常利益 267,072 256,648

特別利益   

固定資産売却益 2,083 1,293

投資有価証券売却益 － 7,840

特別利益合計 2,083 9,133

特別損失   

固定資産売却損 205 82

固定資産除却損 306 18,128

災害による損失 453 1,070

役員退職功労加算金 64,380 －

本社移転費用 － 53,744

特別損失合計 65,345 73,026

税金等調整前四半期純利益 203,810 192,756

法人税、住民税及び事業税 28,026 119,206

法人税等調整額 74,330 △21,943

法人税等合計 102,356 97,263

少数株主損益調整前四半期純利益 101,454 95,493

四半期純利益 101,454 95,493
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 101,454 95,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,298 △319

その他の包括利益合計 1,298 △319

四半期包括利益 102,752 95,174

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 102,752 95,174

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 203,810 192,756

減価償却費 115,644 115,257

本社移転費用 － 53,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,273 △1,580

賞与引当金の増減額（△は減少） △366 △577

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,931 65,316

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △218,384 △32,560

受取利息及び受取配当金 △550 △489

支払利息 14,435 14,225

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,840

固定資産除売却損益（△は益） △1,567 16,917

売上債権の増減額（△は増加） 245,730 257,479

たな卸資産の増減額（△は増加） △301,441 123,995

差入保証金の増減額（△は増加） 151 2,463

その他の資産の増減額（△は増加） 11,455 8,757

仕入債務の増減額（△は減少） △477,578 △317,835

その他の負債の増減額（△は減少） 38,013 15,499

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,913 22,580

小計 △342,355 528,112

利息及び配当金の受取額 550 489

利息の支払額 △14,397 △14,256

法人税等の支払額 △205,251 △220,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △561,453 293,577

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 14,840

有形及び無形固定資産の取得による支出 △231,975 △156,304

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,145 1,807

固定資産の除却による支出 － △9,300

貸付けによる支出 － △2,652

貸付金の回収による収入 450 718

その他の支出 △1,197 △24,877

その他の収入 899 3,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,677 △172,308

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） 870,000 －

リース債務の返済による支出 △16,415 △17,498

自己株式の取得による支出 △22 △77

配当金の支払額 △175,516 △88,080

財務活動によるキャッシュ・フロー 678,046 △105,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112,084 15,612

現金及び現金同等物の期首残高 719,422 630,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 607,337 645,784
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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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