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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第58期

第１四半期連結
累計期間

第59期
第１四半期連結
累計期間

第58期

会計期間

自  平成23年
    １月１日
至  平成23年
    ３月31日

自  平成24年
    １月１日
至  平成24年
    ３月31日

自  平成23年
    １月１日
至  平成23年
    12月31日

売上高 (千円) 10,330,43910,486,39742,019,660

経常利益 (千円) 613,481 99,558 662,698

四半期(当期)純利益 (千円) 220,723 35,471 159,089

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 274,075 160,555 164,091

純資産額 (千円) 9,327,2689,329,7149,216,905

総資産額 (千円) 27,209,30826,761,79426,899,078

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 56.36 9.06 40.63

潜在株式調整後１株当たり　　　　　　四
半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 33.7 34.3 33.7

(注) １  売上高には、消費税等を含めておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第58期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

清和中央ホールディングス株式会社(E02861)

四半期報告書

 2/15



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復旧・復興需要には遅れが目立つものの、

平成24年２月半ば以降の歴史的な円高是正の兆しや、堅調な個人消費により緩やかに持ち直してまいりました。しか

しながら、この円高の是正や電力不足の解消にはまだまだ不透明感が漂っており、企業の多くは先行きにまだ自信を

持てない状況での推移となりました。　

鉄鋼業界におきましては、円高に伴う輸入鋼材の増加と製造業の海外生産シフト、電力料金値上げなど、業界を取

り巻く環境は依然厳しい状況が続きました。

鉄鋼流通業界におきましては、鉄鉱石や石炭などの原材料価格が平成23年の春の最高値より反転、じりじり値下が

りする状況が続き、緩やかな国内実需要の回復は見られるものの販売価格の是正には厳しい環境が続きました。　

このような難しい環境の下、当社グループは、さらなる在庫の適正化、販売量の確保に重点を置き、きめ細かい営業

活動に注力してまいりました結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、104億86百万円（前年同期比1.5％増）と

なり、営業利益21百万円（前年同期比96.0％減）、経常利益99百万円（前年同期比83.8％減）、四半期純利益は35百万

円（前年同期比83.9％減）となりました。　

　
(セグメント別業績）

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　 売上高 セグメント利益

[西日本] 5,801　百万円(前年同期比　8.3％減)102　百万円(前年同期比  80.7％減)

[東日本] 4,807　百万円(前年同期比 16.4％増)56　百万円(前年同期比　50.2％減)

[その他] 136　百万円(前年同期比　0.4％増) 74　百万円(前年同期比　 1.8％減)

計 10,745　百万円(前年同期比  1.4％増)234　百万円(前年同期比  67.7％減)

四半期連結財務諸表との調整額 △258　百万円　 △134　百万円　

四半期連結財務諸表の売上高及び　
経常利益

10,486　百万円　 99　百万円　

　

(2) 財政状態の分析

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１億37百万円減少し、267億61百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の増加１億80百万円や商品の増加３億４百万円等があったものの、受取手形及び

売掛金の減少１億35百万円や流動資産のその他の減少５億93百万円等があったことによるものであります。　

負債は、前連結会計年度末に比べ２億50百万円減少し、174億32百万円となりました。この主な要因は、短期借入金

の減少１億80百万円や、流動負債のその他の減少３億46百万円等によるものであります。　

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億12百万円増加し、93億29百万円となりました。この主な要因は、その他有価

証券評価差額金の増加１億21百万円によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

　
② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,922,000 3,922,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,922,000 3,922,000― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年３月31日 ― 3,922 ― 735,800 ― 601,840

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成23年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 6,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,915,300 39,153 ―

単元未満株式 普通株式 700 ― ―

発行済株式総数 3,922,000 ― ―

総株主の議決権 ― 39,153 ―

　
② 【自己株式等】

　 　 平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

清和中央ホールディングス㈱
大阪市西区九条南
３丁目１番20号

6,000 ― 6,000 0.15

計 ― 6,000 ― 6,000 0.15

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

　
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年１月１日から平成24

年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,052,208 1,232,355

受取手形及び売掛金 ※
 13,634,696

※
 13,499,025

商品 2,307,093 2,611,571

繰延税金資産 22,964 22,755

その他 1,660,164 1,066,421

貸倒引当金 △64,843 △63,637

流動資産合計 18,612,285 18,368,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,302,871 1,308,014

土地 2,776,753 2,776,753

その他（純額） 214,935 207,484

有形固定資産合計 4,294,560 4,292,252

無形固定資産

のれん 157,471 111,857

その他 20,187 19,086

無形固定資産合計 177,659 130,944

投資その他の資産

賃貸用不動産 2,516,034 2,510,546

繰延税金資産 464 464

その他 1,324,007 1,485,028

貸倒引当金 △25,932 △25,932

投資その他の資産合計 3,814,573 3,970,106

固定資産合計 8,286,793 8,393,302

資産合計 26,899,078 26,761,794
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 10,180,673

※
 10,438,885

短期借入金 4,500,000 4,320,000

未払法人税等 126,205 51,537

賞与引当金 16,700 56,762

役員賞与引当金 30,000 3,750

その他 931,936 585,793

流動負債合計 15,785,514 15,456,728

固定負債

長期借入金 197,800 232,550

繰延税金負債 1,160,373 1,220,782

退職給付引当金 154,869 154,124

役員退職慰労引当金 184,649 174,559

その他 198,966 193,335

固定負債合計 1,896,658 1,975,351

負債合計 17,682,173 17,432,079

純資産の部

株主資本

資本金 735,800 735,800

資本剰余金 601,840 601,840

利益剰余金 7,540,968 7,529,448

自己株式 △23,808 △24,563

株主資本合計 8,854,799 8,842,524

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 211,267 333,182

その他の包括利益累計額合計 211,267 333,182

少数株主持分 150,838 154,007

純資産合計 9,216,905 9,329,714

負債純資産合計 26,899,078 26,761,794
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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１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

売上高 10,330,439 10,486,397

売上原価 8,996,513 9,670,165

売上総利益 1,333,925 816,232

販売費及び一般管理費 795,124 794,854

営業利益 538,801 21,377

営業外収益

受取利息 2,403 1,488

仕入割引 14,368 13,443

不動産賃貸料 78,533 79,291

その他 10,963 13,015

営業外収益合計 106,268 107,239

営業外費用

支払利息 8,655 7,026

売上割引 3,477 3,219

不動産賃貸原価 14,702 12,887

その他 4,751 5,926

営業外費用合計 31,587 29,059

経常利益 613,481 99,558

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,350 －

特別利益合計 3,350 －

特別損失

災害による損失 134,105 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,627 －

特別損失合計 142,732 －

税金等調整前四半期純利益 474,099 99,558

法人税等 254,382 61,924

少数株主損益調整前四半期純利益 219,717 37,633

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,006 2,162

四半期純利益 220,723 35,471
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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１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 219,717 37,633

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 54,358 122,922

その他の包括利益合計 54,358 122,922

四半期包括利益 274,075 160,555

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 275,454 157,386

少数株主に係る四半期包括利益 △1,378 3,169
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

税金費用の計算 　税金費用については、当社及び一部の連結子会社は、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。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　
【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度末
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成24年３月31日)

※　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年

度末日は、金融機関休業日のため、次のとおり連結会計

年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれてお

ります。

受取手形 1,026,675千円
　

支払手形 304,851千円

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日は,金融機関休

業日のため、次のとおり四半期連結会計期間末日満期

手形が四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 1,062,583千円
　

支払手形 394,273千円

　
(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりで

あります。

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

減価償却費 37,746千円

のれんの償却額 45,614千円
　

減価償却費 36,571千円

のれんの償却額 45,614千円
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(株主資本等関係)

　前第１四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月30日
定時株主総会

普通株式 19,579 5 平成22年12月31日 平成23年３月31日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

　　該当事項はありません。
　

　当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
定時株主総会

普通株式 46,991 12平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

　　該当事項はありません。
　

(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　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結　　　損
益計算書計上額
(注)２西日本 東日本 その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 6,211,4334,119,005 ― 10,330,439― 10,330,439

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

114,90812,284135,999263,192△263,192 ―

計 6,326,3424,131,290135,99910,593,631△263,19210,330,439

セグメント利益 534,622114,24275,829724,695△111,213 613,481

(注) １　セグメント利益の調整額△111,213千円には、セグメント間取引消去△61,030千円、のれんの償却額
△45,614千円、特別損益から経常損益への振替額△4,568千円が含まれております。特別損益から経常損益へ
の振替額は、報告セグメントにおいては特別損益としているものを、四半期連結損益計算書上は重要性が乏し
いため、経常損益に振替えたものであります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
　

　Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結　　　損
益計算書計上額
(注)２西日本 東日本 その他 計

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 5,699,8754,786,521 ― 10,486,397― 10,486,397

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

101,60420,866136,500258,971△258,971 ―

計 5,801,4804,807,388136,50010,745,369△258,97110,486,397

セグメント利益 102,91856,89574,481234,295△134,737 99,558

(注) １　セグメント利益の調整額△134,737千円には、セグメント間取引消去△89,122千円、のれんの償却額
△45,614千円が含まれております。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 56.36 9.06

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 220,723 35,471

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 220,723 35,471

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,915 3,915

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年５月11日

清和中央ホールディングス株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    松山  和弘    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中島  久木    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている清和中央ホール

ディングス株式会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成24年

１月１日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、清和中央ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成24年３月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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