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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年5月21日～平成22年8月20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 ％

23年5月期第1四半期 11,523 3.7 778 15.0 946 11.7 452 △3.4

22年5月期第1四半期 11,108 △11.9 676 △18.2 848 △15.2 468 △17.3

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

23年5月期第1四半期 42.41 ―

22年5月期第1四半期 43.33 ―

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

23年5月期第1四半期 36,352 29,502 81.1 2,764.61
22年5月期 35,187 29,382 83.5 2,746.06

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  29,459百万円 22年5月期  29,367百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年5月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

23年5月期 ―

23年5月期 
（予想）

26.00 ― 26.00 52.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年5月21日～平成23年5月20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）当四半期における業績予想の修正有無  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)

23,379 2.2 1,380 5.4 1,836 4.5 1,014 3.2 94.81

通期 47,000 2.3 2,723 5.4 3,575 4.4 2,000 3.6 187.01



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 11,405,400株 22年5月期  11,405,400株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  749,596株 22年5月期  711,100株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 10,668,313株 22年5月期1Q  10,805,800株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、回復の兆しが見られる一方で、欧州での金融危機、円高の

 進行などの懸念材料があり、依然として厳しい状況が続いております。当社グループが関わる電気設備資材業界

 におきましても、記録的猛暑が空調機器の販売に寄与したものの、行先き不透明感による個人消費の低迷が続き

 本格的な回復には至っておりません。 

  このような状況下、当社グループは、「お客様の営業活動を応援します」のスローガンのもと、得意先工事店

 への付加価値サービスの徹底を引続き強化して参りました。また、そのサービス内容の拡充に努めて参りまし 

 た。 

  その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、115億２千３百万円となりました。損益面につきましては 

 粗利益率の確保や経費削減に努めた結果、営業利益は７億７千８百万円、経常利益は９億４千６百万円となりま

 したが、株式市場低迷に伴なうみずほフィナンシャルグループの優先株式等の投資有価証券評価損７千８百万 

 円、土地売却損５千４百万円、会計基準の変更に伴なう資産除去債務会計の影響額４百万円等の特別損失を計上

 した結果、四半期純利益は４億５千２百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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、225億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ13 

 億３千６百万円増加しました。これは主に現金及び預金の６億３千万円増加、受取手形及び売掛金の５億３百万

 円増加、商品の１億３千３百万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、137億８千４百万円となり、前連結会計年度に比べ 

 ２億３千４百万円減少しました。これは主に有形固定資産の１億３千６百万円減少、投資有価証券の１億６百万

 円減少等によるものであります。 

（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、54億１千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ

 ９億９千６百万円増加しました。これは主に買掛金の８億８千２百万円増加、短期借入金の６億５千万円増加、

 未払い法人税等の４億７百万円減少、賞与引当金の１億１千万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、14億３百万円となり、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、294億７千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

 ９千万円増加しました。これは主に四半期純利益等の計上による４億５千２百万円の増加、配当金の支払いに 

 よる２億６千７百万円の減少に伴う利益剰余金の１億８千５百万円増加、自己株式の取得による７千６百万円 

 の減少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11億２百万円増加して、

 362億８千９百万円となっております。 

  

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

 利益が８億６百万円となり、法人税等の支出後の営業活動によるキャッシュ・フローで３億１千３百万円獲得、

 投資活動によるキャッシュ・フローで１千１百万円獲得、財務活動によるキャッシュ・フローで３億３百万 

 円獲得したことにより、前連結会計年度末に比べて６億２千９百万円増加し、128億４百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、３億１千３百万円（前年同四半期は６億９千２百万円増加）となりました。

 これは主に、税金等調整前四半期純利益８億６百万円、仕入債務の増加額８億８千２百万円等の増加の一方、売

 上債権の増加額５億２百万円、たな卸資産の増加額１億３千３百万円、法人税等の支払額７億６千９百万円等の

 減少によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果得られた資金は、１千１百万円（前年同四半期は９千万円使用）となりました。これは主に、

 営業所等の有形固定資産の売却による収入額４千６百万円、敷金・保証金の減少額７百万円等の増加の一方、有

 形固定資産の購入による支出４千万円等の減少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） 

  財務活動の結果得られた資金は、３億３百万円（前年同四半期は14億３千５百万円増加）となりました。こ 

 れは主に、短期借入金の純増加額６億５円万円の増加の一方、配当金の支払い２億６千７百万円等の減少による

 ものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間の収益状況につきましては、概ね計画どおり推移しており、平成22年７月８日に公

 表致しました連結業績予想の修正は行っておりません。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

   固定資産の減価償却の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間接分する方法としております。

２．特有の会計処理 

   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。 

   なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成22年５月21日 至 平成22年８月20日） 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成22年３月 

 31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の通用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

 を適用しております。 

  これにより、税金等調整前四半期純利益は、４百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始によ

 る資産除去債務の変動額は４百万円であります。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,809,311 12,179,040

受取手形及び売掛金 8,288,478 7,785,353

商品 1,047,670 914,389

繰延税金資産 173,488 173,488

その他 209,648 131,645

貸倒引当金 △23,697 △15,783

流動資産合計 22,504,899 21,168,134

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,863,921 7,964,894

その他（純額） 2,296,738 2,332,302

有形固定資産合計 10,160,660 10,297,199

無形固定資産 504,295 514,369

投資その他の資産 3,119,437 3,207,376

固定資産合計 13,784,393 14,018,944

資産合計 36,289,293 35,187,079

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,618,690 2,736,360

短期借入金 650,000 －

1年内返済予定の長期借入金 6,783 7,158

未払法人税等 375,874 783,661

賞与引当金 119,458 229,740

その他 641,664 658,761

流動負債合計 5,412,471 4,415,680

固定負債   

長期借入金 44,799 46,401

退職給付引当金 709,360 711,854

役員退職慰労引当金 586,927 574,827

資産除去債務 6,477 －

その他 56,225 55,517

固定負債合計 1,403,789 1,388,599

負債合計 6,816,260 5,804,280
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５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 28,526,549 28,341,498

自己株式 △1,473,534 △1,396,938

株主資本合計 29,432,647 29,324,191

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,500 43,030

評価・換算差額等合計 26,500 43,030

少数株主持分 13,884 15,577

純資産合計 29,473,032 29,382,799

負債純資産合計 36,289,293 35,187,079
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（２）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21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

売上高 11,108,780 11,523,688

売上原価 8,722,765 9,036,784

売上総利益 2,386,014 2,486,903

販売費及び一般管理費 1,709,272 1,708,349

営業利益 676,742 778,554

営業外収益   

受取利息 4,843 4,308

受取配当金 7,604 7,471

受取会費 132,785 138,784

その他 28,169 18,952

営業外収益合計 173,402 169,516

営業外費用   

支払利息 2,065 740

その他 － 397

営業外費用合計 2,065 1,138

経常利益 848,079 946,933

特別利益   

有形固定資産売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

有形固定資産売却損 1,545 55,557

有形固定資産除却損 189 1,476

投資有価証券評価損 1,960 78,922

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,063

特別損失合計 3,695 140,019

税金等調整前四半期純利益 844,389 806,913

法人税等 376,501 356,197

少数株主損益調整前四半期純利益 － 450,716

少数株主損失（△） △306 △1,692

四半期純利益 468,194 452,408
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22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 844,389 806,913

減価償却費 78,755 68,013

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,063

のれん償却額 3,609 3,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,963 7,534

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,974 △110,281

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,001 △2,493

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,933 12,100

受取利息及び受取配当金 △12,448 △11,780

支払利息 2,065 740

投資有価証券評価損益（△は益） － 78,922

有形固定資産売却損益（△は益） 1,540 55,557

売上債権の増減額（△は増加） 104,965 △502,753

たな卸資産の増減額（△は増加） △255,749 △133,280

仕入債務の増減額（△は減少） 478,439 882,330

その他 13,654 △86,110

小計 1,167,279 1,073,090

利息及び配当金の受取額 13,229 10,845

利息の支払額 △2,065 △719

法人税等の支払額 △486,122 △769,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 692,320 313,853

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △103,325 △40,680

有形固定資産の売却による収入 372 46,896

無形固定資産の取得による支出 △2,476 △2,212

貸付金の回収による収入 1,629 1,284

その他 13,082 6,486

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,717 11,774

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） 1,698,680 650,000

長期借入金の返済による支出 △3,369 △1,977

自己株式の取得による支出 － △76,595

配当金の支払額 △259,385 △267,429

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,435,925 303,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,037,528 629,625

現金及び現金同等物の期首残高 10,302,374 12,174,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,339,902 12,804,151
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 該当事項はありません。  

  

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成22年５月21日 至 平成22年８月20日）において、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。 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成 

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

  

 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

（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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