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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 2,494 △3.8 189 4.6 208 5.1 128 5.2
25年3月期第2四半期 2,592 △11.2 181 △8.2 198 △7.7 122 △4.6

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

26年3月期第2四半期 43.76 ―
25年3月期第2四半期 41.62 ―

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

26年3月期第2四半期 4,363 2,927 67.1 995.51
25年3月期 4,678 2,840 60.7 965.87
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,927百万円 25年3月期  2,840百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― 15.00 25.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 5,700 4.9 540 3.8 575 3.9 350 10.3 119.01



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）四半期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。 

(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） 26年3月期2Q 4,587,836 株 25年3月期 4,587,836 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,646,964 株 25年3月期 1,646,964 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 2,940,872 株 25年3月期2Q 2,940,872 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、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
四半期財務諸表に対するレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、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Ｐ．３ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。 
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  （１）経営成績に関する説明 

         当第２四半期累計期間における住宅向けの管工機材業界におきましては、税制上の優遇などの各種住宅関連政

策の効果や、消費税増税前の駆け込み需要の影響により、新設住宅着工戸数は堅調に推移いたしました。しかし

ながら、需要は増加したものの依然としてデフレによる同業他社との競合は激しく、円安傾向による材料相場の

上昇なども合わせ、当社を取り巻く環境は厳しい状況で推移いたしました。 

        このような事業環境のなか、当社では、経費の低減、効率を重視した営業活動の強化とともに、自社ブランド

製品の充実、物流サービスの強化等に積極的に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 

        この結果、当第２四半期累計期間における売上高は24億９千４百万円（前年同四半期比3.8％減）となりまし

た。利益面では、営業利益は１億８千９百万円（前年同四半期比4.6％増）、経常利益は２億８百万円（前年同

四半期比5.1％増）となり、四半期純利益は１億２千８百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。  

   

   

  （２）財政状態に関する説明 

     ① 資産、負債及び純資産の状況 

   （イ）資産 

        流動資産の残高は、前事業年度末に比べて３億９百万円減少し、34億８千６百万円となりました。 

        これは主に、売上債権が２億９千４百万円減少したことやたな卸資産が６千７百万円減少したことによる

ものであります。 

        固定資産の残高は、前事業年度末に比べて６百万円減少し、８億７千７百万円となりました。 

         この結果、総資産は、前事業年度末に比べて３億１千５百万円減少し、43億６千３百万円となりました。

  

   （ロ）負債 

        流動負債の残高は、前事業年度末に比べて３億７千７百万円減少し、13億５千３百万円となりました。  

       これは主に、仕入債務が２億８千８百万円減少したことや有利子負債が７千８百万円減少したことによる

ものであります。  

        固定負債の残高は、前事業年度末に比べて２千５百万円減少し、８千１百万円となりました。 

        これは主に、有利子負債の減少によるものであります。 

        この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて４億２百万円減少し、14億３千５百万円となりました。 

  

   （ハ）純資産 

        純資産合計は、前事業年度末に比べて、８千７百万円増加し、29億２千７百万円となりました。 

        これは主に、配当金の支払いによる減少はあったものの、四半期純利益１億２千８百万円を計上したこと

によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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     ② キャッシュ・フローの状況 

     当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、11億８千３百万円と

なり、前事業年度に比べ５千９百万円の増加となりました。 

     当第２四半期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。 

  

   （イ）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２億１千８百万円となりました。 

        これは主に、仕入債務の減少等の支出要因があったものの、税引前四半期純利益２億８百万円を計上し、

売上債権やたな卸資産の減少等で資金の増加があったことによるものであります。 

       前年同四半期での対比では、営業活動によるキャッシュ・フローは１億１千５百万円減少いたしました。

  

   （ロ）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７百万円となりました。 

        これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。 

       前年同四半期での対比では、投資活動によるキャッシュ・フローは５百万円増加いたしました。 

  

   （ハ）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１億５千１百万円となりました。 

        これは主に、有利子負債の純減と配当金の支払いによるものであります。 

       前年同四半期での対比では、財務活動によるキャッシュ・フローは同水準で推移いたしました。  

   

   

  （３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

      通期の業績予想につきましては、現時点において平成25年８月９日付「平成26年３月期 第１四半期決算短信

〔日本基準〕（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更はございません。      

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。   

   

   

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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,123,787 1,183,609

受取手形及び売掛金 1,888,149 1,593,962

商品及び製品 715,506 653,809

貯蔵品 13,427 8,004

その他 55,943 47,541

貸倒引当金 △1,000 △800

流動資産合計 3,795,815 3,486,127

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 59,940 57,927

土地 343,294 343,294

その他（純額） 27,032 19,481

有形固定資産合計 430,267 420,704

無形固定資産 17,195 15,425

投資その他の資産   

投資有価証券 163,807 167,785

繰延税金資産 86,471 85,055

その他 187,169 189,928

貸倒引当金 △1,870 △1,870

投資その他の資産合計 435,578 440,899

固定資産合計 883,041 877,029

資産合計 4,678,856 4,363,157
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,096,075 807,547

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 135,668

未払法人税等 77,708 82,538

賞与引当金 45,700 45,000

その他 97,121 83,028

流動負債合計 1,730,901 1,353,782

固定負債   

長期借入金 28,520 －

役員退職慰労引当金 71,858 74,643

その他 7,070 7,070

固定負債合計 107,448 81,713

負債合計 1,838,350 1,435,496

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,952 564,952

資本剰余金 119,774 119,774

利益剰余金 4,077,903 4,162,495

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 2,796,357 2,880,950

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,148 46,710

評価・換算差額等合計 44,148 46,710

純資産合計 2,840,506 2,927,660

負債純資産合計 4,678,856 4,363,157
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（２）四半期損益計算書 
   第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,592,653 2,494,267

売上原価 1,785,949 1,699,783

売上総利益 806,703 794,484

販売費及び一般管理費 625,310 604,716

営業利益 181,393 189,767

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2,221 2,745

仕入割引 22,975 22,065

その他 5,586 5,398

営業外収益合計 30,783 30,210

営業外費用   

支払利息 3,604 1,879

売上割引 10,364 9,780

その他 18 12

営業外費用合計 13,988 11,672

経常利益 198,188 208,305

税引前四半期純利益 198,188 208,305

法人税等 75,800 79,600

四半期純利益 122,388 128,705
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 198,188 208,305

減価償却費 8,049 11,935

長期前払費用償却額 94 99

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,300 △700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △843 2,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） 406 △200

受取利息及び受取配当金 △2,221 △2,745

支払利息 3,604 1,879

売上債権の増減額（△は増加） 439,753 294,187

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,043 67,120

仕入債務の増減額（△は減少） △173,283 △284,128

その他 △13,283 △7,398

小計 473,208 291,139

利息及び配当金の受取額 2,221 2,745

利息の支払額 △3,604 △1,879

法人税等の支払額 △137,585 △73,758

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,240 218,246

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 △1,791 △4,400

ゴルフ会員権の取得による支出 △8,148 －

その他 △3,255 △2,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,195 △7,258

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △107,148 △107,148

配当金の支払額 △44,073 △44,018

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,221 △151,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 169,822 59,822

現金及び現金同等物の期首残高 1,048,324 1,123,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,218,147 1,183,609
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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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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