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1. 2023年5月期第1四半期の連結業績（2022年5月21日～2022年8月20日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年5月期第1四半期 9,720 2.2 403 14.5 548 8.3 342 10.9

2022年5月期第1四半期 9,506 1.4 352 44.9 506 30.9 308 62.9

（注）包括利益 2023年5月期第1四半期　　370百万円 （123.0％） 2022年5月期第1四半期　　301百万円 （165.0％）

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

2023年5月期第1四半期 43.11 ―

2022年5月期第1四半期 38.79 ―

(2) 連結財政状態

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

2023年5月期第1四半期 44,400 38,285 86.1 4,816.40

2022年5月期 44,589 38,137 85.4 4,797.80

（参考）自己資本 2023年5月期第1四半期 38,229百万円 2022年5月期 38,081百万円

2. 配当の状況

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

2022年5月期 ― 28.00 ― 28.00 56.00

2023年5月期 ―

2023年5月期（予想） 28.00 ― 28.00 56.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 5月期の連結業績予想（2022年 5月21日～2023年 5月20日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 40,500 1.4 1,650 2.1 2,300 2.6 1,460 △2.1 183.83

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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Ｐ９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年5月期1Q 11,405,400 株 2022年5月期 11,405,400 株

② 期末自己株式数 2023年5月期1Q 3,468,125 株 2022年5月期 3,468,125 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年5月期1Q 7,937,275 株 2022年5月期1Q 7,950,035 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、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当たっての注意事項

については、添付資料Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　　　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染者の急増がみられたものの、

　　重症化リスクの低さなどから行動制限が緩和され、人流の増加をはじめとして経済活動の回復が見え始めま

　　したが、一方では、ロシアのウクライナ侵攻の長期化から、エネルギーや原材料価格の高騰が続いており、

　　足踏み状態で推移しました。

　　　電設資材卸売業界におきましては、商品供給の混乱は未だに解消されず、新設住宅着工戸数も低迷し、競

　　合が更に激化するなど、受注環境、収益環境ともに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、得意先のニーズに適格に対応した営業活動を主体に、基本戦略であ

　　る小口多数販売を積極的に展開してまいりました。

　　　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、97億２千万円（前年同期比2.2%増）となりました。損

　　益面につきましては、営業利益は４億３百万円（前年同期比14.5%増）、経常利益は５億４千８百万円（前年

　　同期比8.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億４千２百万円（前年同期比10.9%増）となりまし

　　た。

（２）財政状態に関する説明

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、310億９千２百万円となり、前連結会計年度末

　　に比べ１億５千９百万円減少しました。

　　　これは主に現金及び預金の９千８百万円減少、受取手形及び売掛金の３億２千５百万円減少、商品の２億

　　６百万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、133億８百万円となり、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、37億６千１百万円となり、前連結会計年度末に

　　比べ３億６千７百万円減少しました。

　　　これは主に買掛金の１億１千万円減少、未払法人税等の２億５千３百万円減少、賞与引当金の９千２百万

　　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、23億５千３百万円となり、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、382億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比

　　べ１億４千８百万円増加しました。

　　　これは利益剰余金の１億１千９百万円増加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１億８千９百万円

　　減少して、444億円となっております。
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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５億４千７百万円となり、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１億

　　３千８百万円獲得、投資活動によるキャッシュ・フローで９億２千２百万円獲得、財務活動によるキャッ

　　シュ・フローで２億２千２百万円使用したことにより、前連結会計年度末に比べて８億３千８百万円増加

　　し、235億５千２百万円となりました。

　（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、１億３千８百万円（前年同四半期は４億２百万円の獲得）となりました。

　　これは主に、税金等調整前四半期純利益５億４千７百万円、減価償却費８千２百万円、売上債権の減少額３

　　億２千５百万円等の増加の一方、棚卸資産の増加額２億６百万円、仕入債務の減少額１億１千万円、賞与引

　　当金の減少額９千２百万円、法人税等の支払額４億４千６百万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）

　　　投資活動の結果獲得した資金は、９億２千２百万円（前年同四半期は１億５千６百万円の使用）となりま

　　した。これは主に、定期預金の純減少額９億３千７百万円等の増加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、２億２千２百万円（前年同四半期は２千３百万円の使用）となりました。

　　これは、配当金の支払額２億２千２百万円の減少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　　連結業績予想につきましては、2022年７月１日の「2022年５月期　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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,817,744 23,718,950

受取手形及び売掛金 6,450,430 6,124,556

商品 853,763 1,060,324

その他 149,682 208,224

貸倒引当金 △19,869 △19,594

流動資産合計 31,251,751 31,092,461

固定資産

有形固定資産

土地 8,100,547 8,100,547

その他（純額） 2,163,795 2,101,870

有形固定資産合計 10,264,343 10,202,418

無形固定資産 446,931 442,077

投資その他の資産 2,626,928 2,663,664

固定資産合計 13,338,203 13,308,161

資産合計 44,589,955 44,400,622

負債の部

流動負債

買掛金 2,778,030 2,667,514

未払法人税等 467,787 214,456

賞与引当金 199,000 106,200

その他 684,355 773,382

流動負債合計 4,129,174 3,761,553

固定負債

役員退職慰労引当金 1,176,162 1,189,551

退職給付に係る負債 1,071,010 1,086,336

その他 76,381 77,537

固定負債合計 2,323,553 2,353,424

負債合計 6,452,728 6,114,978

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年５月20日)

当第１四半期連結会計期間
(2022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 44,723,496 44,843,461

自己株式 △9,188,598 △9,188,598

株主資本合計 37,914,529 38,034,494

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 82,004 116,100

退職給付に係る調整累計額 84,959 78,545

その他の包括利益累計額合計 166,963 194,646

非支配株主持分 55,733 56,504

純資産合計 38,137,226 38,285,644

負債純資産合計 44,589,955 44,400,622
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年５月21日
　至　2021年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年５月21日

　至　2022年８月20日)

売上高 9,506,862 9,720,421

売上原価 7,462,039 7,633,517

売上総利益 2,044,823 2,086,903

販売費及び一般管理費 1,692,750 1,683,605

営業利益 352,072 403,297

営業外収益

受取利息 2,717 3,054

受取配当金 10,046 11,197

受取会費 134,029 122,882

その他 7,506 8,042

営業外収益合計 154,299 145,177

営業外費用

支払手数料 89 －

営業外費用合計 89 －

経常利益 506,282 548,474

特別利益

固定資産売却益 10,872 296

投資有価証券売却益 － 6

特別利益合計 10,872 302

特別損失

固定資産売却損 1,146 47

固定資産除却損 678 1,093

特別損失合計 1,825 1,141

税金等調整前四半期純利益 515,330 547,636

法人税等 206,004 204,657

四半期純利益 309,325 342,978

非支配株主に帰属する四半期純利益 887 770

親会社株主に帰属する四半期純利益 308,438 342,208

（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）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年５月21日
　至　2021年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年５月21日

　至　2022年８月20日)

四半期純利益 309,325 342,978

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,512 34,096

退職給付に係る調整額 △4,543 △6,414

その他の包括利益合計 △8,056 27,682

四半期包括利益 301,268 370,660

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 300,381 369,890

非支配株主に係る四半期包括利益 887 770

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年５月21日
　至　2021年８月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年５月21日

　至　2022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 515,330 547,636

減価償却費 94,212 82,080

貸倒引当金の増減額（△は減少） △287 △3,865

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,200 △92,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △733 5,587

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,404 13,389

受取利息及び受取配当金 △12,763 △14,252

固定資産売却損益（△は益） △9,725 △248

固定資産除却損 678 1,093

投資有価証券売却損益（△は益） － △6

売上債権の増減額（△は増加） 466,684 325,873

棚卸資産の増減額（△は増加） △183,391 △206,561

仕入債務の増減額（△は減少） 46,831 △110,516

その他 △100,340 22,618

小計 735,698 570,029

利息及び配当金の受取額 12,032 14,694

法人税等の支払額 △345,157 △446,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 402,573 138,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △199,620 937,575

投資有価証券の取得による支出 △4,498 －

有形固定資産の取得による支出 △35,347 △18,630

有形固定資産の売却による収入 82,622 1,049

無形固定資産の取得による支出 △3,925 △1,090

その他 3,955 3,636

投資活動によるキャッシュ・フロー △156,814 922,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △23,879 －

配当金の支払額 △4 △222,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,884 △222,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,874 838,781

現金及び現金同等物の期首残高 21,263,691 22,714,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,485,566 23,552,976

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結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）

　　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　該当事項はありません。

（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四半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。

（追加情報）

　　　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　　　　　前連結会計年度の決算短信の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

　　　　見積り）に記載した仮定について、重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年５月21日　至　2021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１四半期連結累計期間（自　2022年５月21日　至　2022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。
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