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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,952 5.6 58 △49.2 54 △51.0 △0 ―

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

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 2百万円 （△90.1％） 24年3月期第1四半期 29百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △0.01 ―

24年3月期第1四半期 3.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 18,826 8,154 43.3
24年3月期 19,568 8,239 42.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,154百万円 24年3月期  8,239百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 23,650 12.2 1,203 122.7 1,203 130.4 638 394.1 72.44



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５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 (3）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。 

(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、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

※  注記事項

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   ：  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3月期1Q 8,832,000 株 24年3月期 8,832,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 23,596 株 24年3月期 23,483 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,808,469 株 24年3月期1Q 8,808,590 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、前年同期の復旧需要には及ばないものの、復興関連需要等に

支えられ国内需要に緩やかな持ち直しの動きが見られました。しかしながら、欧州債務問題等による海外経済の減

速、円高の長期化等、先行き不透明感が強い状況で推移いたしました。 

 当企業グループの属する建設関連業界におきましては、新設住宅着工戸数等に緩やかに持ち直しの動きが見られ

るものの復興関連需要を含め、需要の本格回復には至らず低調で推移いたしました。 

 このような状況の中、当企業グループにおきましては、更なる地域シェアの拡大を図るとともに、競争の激しい

需要獲得へ向け、顧客への提案営業を中心とした営業活動の合理化および効率化に積極的に取り組み収益の獲得を

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、更なる地域シェア獲得の為、当社の商圏における空

白地域をリサーチしてまいりました。 

 子会社の㈱木村電気工業につきましては、震災及び地デジ化終焉による反動等による需要の激減から前年の業績

ダメージを回復できず、厳しく推移いたしました。 

 この様な厳しい状況の中、技術革新による新規需要の獲得、メーカーとのタイアップ交渉、製造部門の効率化に

よる業績の回復及び向上に注力し、尽力してまいりました。 

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

益 千円（前年同四半期比 ％）、経常利益 千円（前年同四半期比 ％）、四半期純損失 千円

（前年同期実績は四半期純利益 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、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ 千円減少

し、 千円となりました。 

 固定負債は、退職給付引当金の増加等があったものの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25年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点では平成24年５月10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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

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。 

 これによる損益への影響は、軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,952,158 105.6

58,579 50.8 54,344 49.0 57

27,265

741,848 18,826,642

744,340

8,382,879

2,491 10,443,763

636,478

9,778,237

20,190 894,374

85,180 8,154,029

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 630,171 497,392

受取手形及び売掛金 6,651,694 6,142,424

商品及び製品 1,613,457 1,544,002

仕掛品 5,393 5,499

原材料及び貯蔵品 65,644 51,444

繰延税金資産 59,911 64,490

その他 105,538 81,861

貸倒引当金 △4,592 △4,236

流動資産合計 9,127,219 8,382,879

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,657,565 2,710,451

土地 6,804,423 6,807,231

その他（純額） 239,154 177,952

有形固定資産合計 9,701,144 9,695,635

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 13,871 13,698

無形固定資産合計 197,125 196,953

投資その他の資産   

繰延税金資産 341,579 348,159

その他 334,524 337,928

貸倒引当金 △133,102 △134,914

投資その他の資産合計 543,002 551,173

固定資産合計 10,441,272 10,443,763

資産合計 19,568,491 18,826,642

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,407,321 2,858,833

短期借入金 6,280,000 6,280,000

未払法人税等 233,601 52,280

賞与引当金 85,373 132,534

その他 408,420 454,589

流動負債合計 10,414,716 9,778,237
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

固定負債   

退職給付引当金 799,286 817,363

役員退職慰労引当金 45,300 10,910

その他 69,978 66,101

固定負債合計 914,565 894,374

負債合計 11,329,281 10,672,612

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 6,215,517 6,127,375

自己株式 △13,546 △13,596

株主資本合計 8,226,325 8,138,132

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,885 15,897

その他の包括利益累計額合計 12,885 15,897

純資産合計 8,239,210 8,154,029

負債純資産合計 19,568,491 18,826,642
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,690,041 4,952,158

売上原価 3,827,720 4,137,066

売上総利益 862,321 815,091

販売費及び一般管理費 747,064 756,512

営業利益 115,256 58,579

営業外収益   

受取利息 43 2

その他 2,564 2,835

営業外収益合計 2,608 2,838

営業外費用   

支払利息 6,877 7,068

その他 2 4

営業外費用合計 6,879 7,072

経常利益 110,985 54,344

特別利益   

固定資産売却益 175 229

特別利益合計 175 229

特別損失   

固定資産売却損 53 16

固定資産除却損 166 18,161

災害による損失 453 －

特別損失合計 673 18,177

税金等調整前四半期純利益 110,486 36,396

法人税、住民税及び事業税 9,877 49,280

法人税等調整額 73,344 △12,826

法人税等合計 83,221 36,453

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（△）

27,265 △57

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,265 △57
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

27,265 △57

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,518 3,012

その他の包括利益合計 2,518 3,012

四半期包括利益 29,783 2,955

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,783 2,955

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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