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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年3月21日～平成24年12月20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3四半期 7,064 △4.2 △46 ― 19 △51.9 0 △20.7
24年3月期第3四半期 7,370 5.3 △27 ― 40 57.3 1 161.3

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3四半期 0.20 ―
24年3月期第3四半期 0.25 ―

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3四半期 5,420 1,937 35.7 442.27
24年3月期 5,466 1,939 35.5 442.61
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,937百万円 24年3月期  1,939百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 3月 21日～平成25年 3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 10,000 △2.4 △20 ― 65 16.8 20 372.5 4.57



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 4,411,000 株 24年3月期 4,411,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 30,145 株 24年3月期 28,767 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,381,221 株 24年3月期3Q 4,383,734 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すが、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
るレビューを実施中であります。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項については２ページ「１．当四半期決算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３四半期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等を背景に、その関連需要などから国内

景気は緩やかながら回復の動きが見られたものの、欧州債務危機を起因とする円高や海外経済の減速に加え日中関

係の悪化による輸出の減少等により、依然として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、ＬＥＤ照明、太陽光発電システム等の省エネ関連商材に活況が見られるもの

の、全体的には設備投資が本格的回復に至らず厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社においては４月に展示即売会「AIKOフェスタ2012」を実施致したものの、景気の停滞

等の影響を受け、当初の販売計画を下回ったことから、当第３四半期累計期間における売上高は7,064百万円（前

年同期比4.2％減）と低調に推移いたしました。 

 利益面につきましては、貸倒引当金繰入の減少により、販売費及び一般管理費の総額は1,160百万円（前年同期

比6.1％減）と前年同期に比べ減少したものの、売上減ならびに競争激化による利益率の低下の影響により、営業

損失46百万円（前年同期は営業損失27百万円）、経常利益19百万円（前年同期比51.9％減）となりました。四半期

純利益については投資有価証券の売却損13百万円の計上により0百万円（前年同期比20.7％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産は5,420百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円減少いたしました。流動

資産は4,382百万円となり、前事業年度末に比べ14百万円減少しております。主な要因は売上債権の減少が、現金

及び預金の増加を上回ったことによる差額です。固定資産は1,037百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円減

少いたしました。主な要因は投資有価証券の売却による減少であります。 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は3,482百万円となり、前事業年度末に比べ44百万円減少いたしました。流

動負債は未払法人税等の減少等により3,274百万円となり、前事業年度末に比べ53百万円減少しております。固定

負債は前事業年度末に比べ９百万円増加いたしました。 

 これらにより当第3四半期会計期間末の純資産の部は1,937百万円となり、前事業年度末と比べ２百万円減少いた

しました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期（平成24年３月21日～平成25年３月20日）の通期業績予想の詳細につきましては平成24年10月18

日公表の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（１）四半期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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

（３）追加情報 

（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） 

 第１四半期会計期間の期首以後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。 

  

   

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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 608,720 1,180,492

受取手形 1,662,470 1,362,494

売掛金 1,753,461 1,354,722

商品 285,624 415,826

その他 125,026 101,950

貸倒引当金 △38,757 △33,040

流動資産合計 4,396,547 4,382,446

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 220,721 209,688

土地 415,040 415,040

その他（純額） 42,008 30,315

有形固定資産合計 677,770 655,044

無形固定資産 40,546 36,147

投資その他の資産   

投資有価証券 51,583 38,105

その他 407,565 398,123

貸倒引当金 △107,657 △89,671

投資その他の資産合計 351,490 346,557

固定資産合計 1,069,808 1,037,749

資産合計 5,466,355 5,420,195
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 430,604 422,363

買掛金 846,053 874,924

短期借入金 1,800,000 1,800,000

賞与引当金 66,006 33,000

その他 185,542 143,929

流動負債合計 3,328,205 3,274,217

固定負債   

退職給付引当金 137,280 147,824

役員退職慰労引当金 61,269 60,655

固定負債合計 198,550 208,479

負債合計 3,526,756 3,482,696

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,650 611,650

資本剰余金 691,950 691,950

利益剰余金 650,575 638,298

自己株式 △8,891 △9,201

株主資本合計 1,945,284 1,932,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,684 4,801

評価・換算差額等合計 △5,684 4,801

純資産合計 1,939,599 1,937,499

負債純資産合計 5,466,355 5,420,195
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

売上高 7,370,216 7,064,257

売上原価 6,162,127 5,950,454

売上総利益 1,208,089 1,113,802

販売費及び一般管理費 1,235,418 1,160,627

営業損失（△） △27,329 △46,825

営業外収益   

仕入割引 83,644 81,875

その他 11,004 9,747

営業外収益合計 94,648 91,623

営業外費用   

支払利息 6,034 6,901

売上割引 20,303 16,722

その他 163 1,555

営業外費用合計 26,501 25,179

経常利益 40,818 19,618

特別損失   

投資有価証券売却損 － 13,977

ゴルフ会員権評価損 1,758 －

特別損失合計 1,758 13,977

税引前四半期純利益 39,059 5,640

法人税、住民税及び事業税 18,956 6,293

法人税等調整額 19,005 △1,522

法人税等合計 37,962 4,770

四半期純利益 1,097 870
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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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