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1.  平成25年5月期第3四半期の業績（平成24年6月1日～平成25年2月28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5月期第3四半期 16,936 △0.3 293 1.3 364 △1.7 251 7.0
24年5月期第3四半期 16,985 5.8 289 12.7 370 13.3 234 35.0

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3四半期 60.58 ―
24年5月期第3四半期 56.61 ―

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3四半期 14,771 9,778 66.2 2,357.38
24年5月期 14,438 9,469 65.6 2,282.86
（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  9,778百万円 24年5月期  9,469百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
25年5月期 ― 0.00 ―
25年5月期（予想） 23.00 23.00

3. 平成25年 5月期の業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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 24,000 6.3 450 7.2 560 7.2 320 7.6 77.15



(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 

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「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5月期3Q 4,284,500 株 24年5月期 4,284,500 株
② 期末自己株式数 25年5月期3Q 136,508 株 24年5月期 136,508 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 4,147,992 株 24年5月期3Q 4,147,997 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きの対象外であります。なお、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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興関連需要や、好調な自動車販売等、緩や

かな回復傾向が見られました。また、昨年の政権交代以来、行き過ぎた円高の修正や株価の上昇等、今後における

景気回復への期待が高まっております。 

 しかしながら当管材業界におきましては、原材料価格及び製造コストの高騰による商品価格の上昇や、民間設備

投資の抑制等、依然として厳しい市場環境となっております。 

 このような状況のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェアアップ等、営業基盤の拡充に努めて

まいりましたが、市場規模が縮小するなか、同業他社間の競争は一層激化し、前期に引き続き厳しい経営環境とな

りました。 

 この結果、当第３四半期累計期間における売上高は169億36百万円（前年同期比0.3％減）となりました。利益に

つきましては、売上高の減少により売上総利益額が若干減少しましたが販売費及び一般管理費が減少したことによ

り、営業利益が２億93百万円（前年同期比1.3％増）、経常利益は３億64百万円（前年同期比1.7％減）となり、四

半期純利益は２億51百万円（前年同期比7.0％増）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147億71百万円となり、前事業年度末と比べ３億32百万円増加しました。こ

れの主な要因は、繰延税金資産が１億30百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が１億43百万円、商品が73百

万円、投資有価証券が２億48百万円増加したこと等によります。 

 負債合計は49億92百万円となり、前事業年度末と比べ23百万円増加しました。これの主な要因は未払法人税等が

１億39百万円、賞与引当金が69百万円、役員退職慰労金に係る長期未払金（その他固定負債）が98百万円減少した

ものの、支払手形及び買掛金が３億80百万円増加したこと等によります。 

 純資産額は97億78百万円となり、前事業年度末と比べ３億９百万円増加しました。これの主な要因は、配当金を

１億３百万円支払いましたが、その他有価証券評価差額金が１億61百万円増加し、四半期純利益を２億51百万円計

上したことによります。以上により、自己資本比率は66.2％となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、現在のところ平成25年１月10日付「平成25年５月期 第２四半期決算短信[日本基準]

（非連結）」にて公表いたしました業績予想を修正せず、据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生

じた場合には、速やかに開示する予定です。   

   

   

（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 

（減価償却方法の変更）   

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年６月１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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

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



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５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 950,817 905,711 

受取手形及び売掛金 7,739,462 7,882,651 

商品 1,342,281 1,416,244 

繰延税金資産 83,078 33,156 

その他 30,912 81,307 

貸倒引当金 △55,235 △37,724 

流動資産合計 10,091,316 10,281,347 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 650,015 622,049 

土地 2,529,737 2,529,737 

その他（純額） 47,154 54,504 

有形固定資産合計 3,226,907 3,206,291 

無形固定資産 1,805 1,777 

投資その他の資産   

投資有価証券 838,852 1,086,974 

関係会社株式 23,000 23,000 

繰延税金資産 192,650 112,281 

その他 80,242 120,186 

貸倒引当金 △16,507 △60,810 

投資その他の資産合計 1,118,238 1,281,632 

固定資産合計 4,346,951 4,489,701 

資産合計 14,438,268 14,771,048 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,670,843 4,051,260 

未払法人税等 139,039 － 

賞与引当金 136,800 67,500 

その他 175,825 123,061 

流動負債合計 4,122,508 4,241,822 

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 165,466 165,466 

退職給付引当金 531,926 533,157 

資産除去債務 17,078 17,224 

その他 131,992 34,978 

固定負債合計 846,462 750,825 

負債合計 4,968,970 4,992,647 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,312,207 1,312,207 

資本剰余金 1,315,697 1,315,697 

利益剰余金 7,361,729 7,509,308 

自己株式 △238,117 △238,117 

株主資本合計 9,751,516 9,899,094 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,311 227,834 

土地再評価差額金 △348,529 △348,529 

評価・換算差額等合計 △282,217 △120,694 

純資産合計 9,469,298 9,778,400 

負債純資産合計 14,438,268 14,771,048 



（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６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 16,985,172 16,936,476 

売上原価 14,882,960 14,850,942 

売上総利益 2,102,211 2,085,534 

販売費及び一般管理費 1,812,380 1,791,833 

営業利益 289,830 293,700 

営業外収益   

受取利息 593 277 

受取配当金 19,598 20,884 

仕入割引 72,552 73,473 

その他 18,809 15,242 

営業外収益合計 111,554 109,878 

営業外費用   

支払利息 3,907 3,942 

売上割引 26,534 32,810 

その他 392 2,538 

営業外費用合計 30,835 39,290 

経常利益 370,549 364,288 

特別利益   

固定資産売却益 80,274 － 

投資有価証券売却益 － 2,571 

特別利益合計 80,274 2,571 

税引前四半期純利益 450,823 366,860 

法人税、住民税及び事業税 140,400 63,000 

法人税等調整額 75,590 52,581 

法人税等合計 215,990 115,581 

四半期純利益 234,833 251,278 



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社は、管工機材の卸業者として、バルブ、継手、冷暖房機器、衛生・給排水機器及びパイプ類の仕入・販売の

単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

（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

（５）セグメント情報等
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