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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 4,690 25.3 115 ― 110 ― 27 ―

23年3月期第1四半期 3,744 16.3 △19 ― △24 ― △22 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 29百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △24百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.10 ―

23年3月期第1四半期 △2.50 ―

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

24年3月期第1四半期 18,297 8,224 45.0 933.73
23年3月期 18,636 8,371 44.9 950.34

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,224百万円 23年3月期  8,371百万円

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  

・配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 9,840 15.5 396 239.8 382 249.8 200 309.0 22.73
通期 21,360 12.6 1,065 136.2 1,037 137.3 533 126.6 60.53



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期1Q 8,832,000 株 23年3月期 8,832,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 23,423 株 23年3月期 23,368 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,808,590 株 23年3月期1Q 8,808,652 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前期後半から回復基調に向かっていましたが、東日本大震災

の影響等から、製造業の減産等により歯止めがかかる等厳しい状況でスタートしました。しかしながらサプライチ

ェーンの急速な復旧などから回復基調になり、個人消費や設備投資に持ち直しの兆しが出てきている等、欧州を中

心とする金融不安、為替レートの急激な変動、電力の供給不安等により先行きの不透明感がありながらもさらなる

悪化を押さえ推移してきました。 

 当企業グループの属する建設関連業界におきましては、民間設備投資の抑制が続く一方、都内を中心とする建設

需要が緩やかに回復してまいりました。 

 このような状況の中、当企業グループにおきましては、営業戦略として新規顧客開拓及び既存顧客の需要の掘り

起こしを行うことで、更なる地域シェアの拡大を図るとともに、物件受注競争への積極的な参加により得意先の基

盤を拡充し、収益の創造と獲得を図ってまいりました。 

 また、経営戦略の柱に据えている出店戦略につきましても、平成23年４月に開設した小倉営業所も本格化稼動

し、西日本地域の強化及び市場の拡大を図ってまいりました。 

 子会社の㈱木村電気工業につきましては、震災の影響により、生産量、納期において厳しく推移しました。この

ような状況の中で、営業部におきまして親会社である田中商事㈱との連携により太陽光関連等の環境分野への進

出、生産コスト見直し等による既存商品のシェア拡大に努めました。技術部におきましても、特にコネクタや幹線

商材の一部を海外の生産拠点を活用する等、新商品の開発、販売ルートの確保等の推進を図ってまいりました。 

 この結果、売上高は 千円（前年同四半期比125.3％）となりました。同利益面におきましては、営業利

益 千円（前年同期実績は営業損失 千円）、経常利益 千円（前年同期実績は経常損失 千

円）、四半期純利益 千円（前年同期実績は四半期純損失 千円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

 当第１四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、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、新設営業所建物取得等がありましたが、繰延税金資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ

千円減少し、 千円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金、未払法人税の減少等がありましたが、短期借入金の借入、未払金の増加等

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。 

 固定負債は、役員退職慰労引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円

となりました。 

 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。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成23年５月12日に

公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,690,041

115,256 19,567 110,985 24,118

27,265 22,050

338,826 18,297,376

317,553

7,993,196

21,273 10,304,179

4,191 9,246,570

196,606 825,966

146,411 8,224,839
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

（２）四半期連結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。  

（３）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。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 719,422 633,930

受取手形及び売掛金 6,162,649 5,576,734

商品及び製品 1,205,520 1,533,429

仕掛品 11,336 9,907

原材料及び貯蔵品 78,425 112,622

繰延税金資産 62,777 63,225

その他 89,529 80,019

貸倒引当金 △18,910 △16,674

流動資産合計 8,310,749 7,993,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,523,473 2,600,284

土地 6,650,623 6,706,373

その他（純額） 335,641 253,852

有形固定資産合計 9,509,738 9,560,510

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 14,560 14,387

無形固定資産合計 197,814 197,642

投資その他の資産   

繰延税金資産 406,405 330,886

その他 307,610 317,624

貸倒引当金 △96,116 △102,483

投資その他の資産合計 617,900 546,027

固定資産合計 10,325,453 10,304,179

資産合計 18,636,202 18,297,376

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,882,300 2,553,440

短期借入金 5,630,000 5,960,000

未払法人税等 216,636 14,477

賞与引当金 86,247 128,357

その他 427,194 590,294

流動負債合計 9,242,379 9,246,570
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

固定負債   

退職給付引当金 667,527 699,325

役員退職慰労引当金 259,500 39,028

その他 95,544 87,612

固定負債合計 1,022,572 825,966

負債合計 10,264,951 10,072,536

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 6,350,621 6,201,714

自己株式 △13,497 △13,520

株主資本合計 8,361,477 8,212,547

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,773 12,291

その他の包括利益累計額合計 9,773 12,291

純資産合計 8,371,251 8,224,839

負債純資産合計 18,636,202 18,297,376
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（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） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,744,411 4,690,041

売上原価 3,061,638 3,827,720

売上総利益 682,772 862,321

販売費及び一般管理費 702,340 747,064

営業利益又は営業損失（△） △19,567 115,256

営業外収益   

受取利息 2 43

その他 2,396 2,564

営業外収益合計 2,398 2,608

営業外費用   

支払利息 6,949 6,877

その他 0 2

営業外費用合計 6,949 6,879

経常利益又は経常損失（△） △24,118 110,985

特別利益   

固定資産売却益 755 175

特別利益合計 755 175

特別損失   

固定資産売却損 58 53

固定資産除却損 107 166

災害による損失 － 453

特別損失合計 166 673

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△23,529 110,486

法人税、住民税及び事業税 19,077 9,877

法人税等調整額 △20,556 73,344

法人税等合計 △1,478 83,221

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△22,050 27,265

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,050 27,265
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△22,050 27,265

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,892 2,518

その他の包括利益合計 △2,892 2,518

四半期包括利益 △24,942 29,783

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,942 29,783

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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