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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 11,331 △16.7 △62 ― 125 △77.7 58 △80.6

21年3月期第3四半期 13,607 ― 341 ― 563 ― 301 ―

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

22年3月期第3四半期 6.64 ―

21年3月期第3四半期 34.18 ―

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

22年3月期第3四半期 16,781 8,148 48.6 925.00
21年3月期 17,115 8,158 47.7 926.17

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,148百万円 21年3月期  8,158百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 15,669 △12.1 △70 ― 187 △75.7 106 △74.6 12.11
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績 
は、異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 8,832,000株 21年3月期  8,832,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  23,329株 21年3月期  23,256株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 8,808,727株 21年3月期第3四半期 8,808,946株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策効果により景気は持ち直してきてはいるもの

の、長引く企業収益、雇用情勢の悪化等による個人消費の低迷等が依然続いたことに加えて、経済政策の効果が一

巡しつつあることによる先行きの厳しい市況が予想される予断の許さぬ状況で推移しました。 

 当企業グループの属する建設関連業界におきましても、低迷を続ける企業収益を背景に設備投資が冷え込んでい

るほか、公共工事の削減、縮小、延期等、需要回復に対する懸念材料が払拭できず、継続的な厳しい状況で推移し

ました。 

 このような状況の中、当企業グループにおいては、営業ネットワークの全国展開を活かした情報収集、需要の獲

得、そして各営業所においては地域密着型の積極的な受注展開に推進することによりシェアアップを図るべく、利

潤の見直し等を行いながら尽力してまいりました。 

 具体的には、平成21年６月に栃木県宇都宮市へ宇都宮営業所、同８月に東京都大田区へ蒲田営業所をそれぞれ開

設し、首都圏営業ネットワーク網の拡充を図り、新規需要の獲得、創造を積極的に展開してまいりました。加え

て、平成21年４月にはＭ＆Ａにより栃木県宇都宮市で電気工事業を営む八汐電気株式会社の株式を取得し、販路の

拡大、新規需要の創造を図ってまいりました。 

 子会社の㈱木村電気工業においては、先行き不透明な経済状況の中で、新商品の開発による新規需要の獲得、情

報の早期取得による未開市場への参入、製造工程の効率化による利益率の向上、得意先の新規開拓による営業チャ

ンスの拡大等に尽力してまいりました。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間は予測以上の厳しい環境にあり、売上高は 千円（前年同四

半期比83.3％）となりました。利益面につきましては、営業損失 千円（前年同期実績は営業利益341,407千

円）、経常利益 千円（前年同四半期比22.3％）、四半期純利益 千円（前年同四半期比19.4％）とな

りました。 

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第３四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、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したこと等により、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、関係会社株式の取得、蒲田営業所の開設及び新設営業所用地取得等により、前連結会計年度末に

比べ 千円増加し、 千円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等があったものの、短期借入金の返済による減少等により、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、リース負債の増加及び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。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会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 千円減少し、 千円となりました。 

 当第３四半期連結会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、たな卸資産の増加等があったものの、売上債権の減少及び仕入債務の増加等

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。 

（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、関係会社株式の取得及び新設営業所の土地・建物の取得等に係る支払い等に

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、、借入金等の返済及び利益配当金の支払い等により、 千円（前年同

期に使用した資金は 千円）となりました。   

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

11,331,686

62,174

125,899 58,521

２．連結財政状態に関する定性的情報

334,125 16,781,490

697,708

6,652,682

363,583 10,128,807

468,663 7,732,011

144,837

901,415

10,298 8,148,063

643,901 561,266

513,884 894,937

403,379 446,194

754,407

405,790
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 当期通期に関する業績予想につきまして、本日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において記

載させていただきましたとおり、昨年以来続いている世界的景気の減退に伴う日本国内の景気の低迷等を受け、公共

および民間設備投資の抑制、建築需要の減少が依然として続いてまいりましたことから、戦略の見直し等を含め、検

討してまいりました。 

 結果、各国の金融政策により世界経済に一部回復傾向が見られるものの、わが国経済においては経済政策の効果が

雇用情勢、個人消費に影響が出てくるまでには到らず、依然厳しい状況が続くものと予測しており、当社においては

赤字は回避できるものの、厳しい結果が予想されることから、売上高15,669,115千円（前連結会計年度比87.9％）、

営業損失70,061千円（前連結会計年度は営業利益480,952千円）、経常利益187,758千円（前連結会計年度比

24.3％）、当期純利益106,657千円（前連結会計年度比25.4％）と業績の修正をすることを決定いたしました。 

 今後においても、厳しい市況ではありますが、物件受注への取組み、さらなる得意先の掘り起こし、経費の見直し

等を積極的に推進し、業績の向上に努めてまいります。  

  

該当事項はありません。  

  

簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が当第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。  

該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 561,266 1,205,168

受取手形及び売掛金 4,667,064 4,819,012

商品及び製品 1,217,614 1,128,573

原材料及び貯蔵品 100,973 112,916

その他 124,871 114,948

貸倒引当金 △19,108 △30,227

流動資産合計 6,652,682 7,350,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,594,204 2,580,495

土地 6,505,085 6,395,474

その他（純額） 263,639 119,445

有形固定資産合計 9,362,929 9,095,415

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 15,520 22,233

無形固定資産合計 198,775 205,488

投資その他の資産   

その他 693,129 590,215

貸倒引当金 △126,027 △125,895

投資その他の資産合計 567,102 464,320

固定資産合計 10,128,807 9,765,223

資産合計 16,781,490 17,115,615

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,398,392 2,016,331

短期借入金 4,950,000 5,620,000

未払法人税等 27,834 205,574

賞与引当金 42,224 85,088

その他 313,559 273,680

流動負債合計 7,732,011 8,200,674

固定負債   

退職給付引当金 528,180 493,602

役員退職慰労引当金 243,232 248,800

その他 130,003 14,176

固定負債合計 901,415 756,578

負債合計 8,633,427 8,957,253
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

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 6,127,532 6,139,481

自己株式 △13,484 △13,452

株主資本合計 8,138,401 8,150,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,661 7,979

評価・換算差額等合計 9,661 7,979

純資産合計 8,148,063 8,158,362

負債純資産合計 16,781,490 17,115,615
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,607,788 11,331,686

売上原価 11,052,043 9,361,852

売上総利益 2,555,744 1,969,833

販売費及び一般管理費 2,214,337 2,032,008

営業利益又は営業損失（△） 341,407 △62,174

営業外収益   

受取利息 1,667 373

仕入割引 232,021 188,074

その他 32,087 24,792

営業外収益合計 265,775 213,240

営業外費用   

支払利息 43,503 25,115

その他 6 51

営業外費用合計 43,509 25,166

経常利益 563,673 125,899

特別利益   

固定資産売却益 2,427 901

貸倒引当金戻入額 － 10,196

賞与引当金戻入額 － 2,798

その他 689 －

特別利益合計 3,117 13,896

特別損失   

固定資産売却損 995 518

固定資産除却損 95 146

その他 176 －

特別損失合計 1,267 665

税金等調整前四半期純利益 565,523 139,129

法人税、住民税及び事業税 219,860 55,570

法人税等調整額 44,556 25,037

法人税等合計 264,416 80,607

四半期純利益 301,106 58,521
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 565,523 139,129

減価償却費 159,180 164,459

のれん償却額 9,170 6,113

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,704 △10,987

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,799 △42,863

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,073 34,577

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,410 △5,568

受取利息及び受取配当金 △2,866 △873

支払利息 43,503 25,115

固定資産除売却損益（△は益） △1,160 △234

売上債権の増減額（△は増加） 566,836 152,294

たな卸資産の増減額（△は増加） 151,790 △77,098

差入保証金の増減額（△は増加） △1,280 △410

その他の資産の増減額（△は増加） △2,859 △7,217

仕入債務の増減額（△は減少） △132,439 391,986

その他の負債の増減額（△は減少） △44,242 21,920

未払消費税等の増減額（△は減少） 38,095 △27,487

小計 1,297,493 762,856

利息及び配当金の受取額 2,866 873

利息の支払額 △43,438 △25,362

法人税等の支払額 △361,983 △224,482

営業活動によるキャッシュ・フロー 894,937 513,884

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △449,227 △266,279

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,747 2,087

関係会社株式の取得による支出 － △89,178

貸付けによる支出 △2,385 △51,278

貸付金の回収による収入 1,097 1,992

その他の支出 △1,979 △2,332

その他の収入 2,554 1,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △446,194 △403,379

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） △70,000 △670,000

長期借入金の返済による支出 △51,000 －

社債の償還による支出 △110,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △13,269

自己株式の取得による支出 △49 △32

配当金の支払額 △174,741 △71,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △405,790 △754,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,952 △643,901

現金及び現金同等物の期首残高 630,735 1,205,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 673,688 561,266
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 電設資材卸売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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