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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 17,651 △8.0 162 △14.3 143 △25.1 40 53.0
21年3月期第3四半期 19,196 ― 189 ― 191 ― 26 ―

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 10.37 ―
21年3月期第3四半期 6.71 ―

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 12,533 3,356 26.8 861.86
21年3月期 12,852 3,339 26.0 857.53

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,356百万円 21年3月期  3,339百万円

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  
 

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想） 6.00 10.00

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  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 23,680 △6.3 136 △60.3 170 △56.7 63 △21.2 16.18
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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） 

(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。 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。 
実際の実績等は、業績の変化等により、上記数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 3,969,000株 21年3月期  3,969,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  74,332株 21年3月期  74,332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 3,894,668株 21年3月期第3四半期 3,936,367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、先進国における景気後退と中国、インドを中心とす
る新興国における景気回復が混在する中、景気対策による持ち直しの兆しが見られるものの、円高により
輸出関連企業の収益が減少し、雇用情勢、所得環境の悪化により購買意欲が低下しデフレが進行する等、
先行き不透明な状況が続いております。 
管工機材業界におきましても、新設住宅着工戸数の大幅な減少、企業収益の低迷による設備投資の落ち

込み等の影響を受けており、売上、利益ともに厳しい環境となっております。 
このような状況の下、全国の販売ネットワークを活かした新商権、新分野開拓の効果が徐々に出てきて

おりますが、既存取扱商品の減少幅が大きく連結売上高は17,651百万円（前年同期比8.0％減少）とな
り、利益率が若干改善したものの売上総利益は3,244百万円（前年同期比6.6％減少）となりました。 
販売費及び一般管理費を前年同期比200百万円削減しましたが、売上総利益の減少が大きく営業利益は

162百万円（前年同期比14.3％減少）となりました。デリバティブ評価につきまして、第２四半期より19
百万円評価益となったこと等により経常利益は143百万円（前年同期比25.1%減少）となり、四半期純利益
は40百万円（前年同期比53.0%増加）となりました。 

  

  

(資産の部) 

当第３四半期連結累計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて321百万円減少し、流動
資産合計で8,694百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が280百万円、たな卸資産が
52百万円減少したこと等によるものです。 
当第３四半期連結累計期間末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて２百万円増加し、固定資

産合計で3,839百万円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が18百万円減少、投資有価証券が
22百万円増加したこと等によるものです。  
  

(負債の部) 

当第３四半期連結累計期間末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて41百万円減少し、流動負
債合計で7,298百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が625百万円減少、短期借入金
及び１年内返済予定の長期借入金が695百万円増加したこと等によるものです。 
当第３四半期連結累計期間末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて294百万円減少し、固定

負債合計で1,878百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が267百万円減少したこと等によるも
のです。  
  

(純資産の部) 

当第３四半期連結累計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて16百万円増加し、純資産合
計で3,356百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が５百万円、その他有価証券評価差額金が
11百万円増加したこと等によるものです。 

  

  

業績予想につきましては、平成21年11月12日に公表いたしました業績予想を修正せず据え置いておりま
す。 
 なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

  

・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

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

  

(簡便な会計処理) 
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。 

  
法人税等の算定方法 
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。 

  
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 
該当事項はありません。 

  

  

税金費用の計算方法の変更 
従来、税金費用については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
しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、原則として年度の決算と同様の方法により計算
する方法に変更しております。 
当該変更は、当第１四半期の税引前四半期純利益が損失となり、第２四半期及び第３四半期の業績

の不透明感も拡大したことから、年間の見積実効税率を合理的に算定することができず、当四半期連
結会計期間における税金費用に適切に反映できないと判断し、年度決算と同様の方法を採用すること
により四半期連結会計期間に係る財政状態及び経営成績をより適切に表示することを目的として行っ
たものであります。 
なお、当該変更による影響額は、見積実効税率を合理的に見積ることができないため記載しており

ません。 

  

  

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 1,159,756 1,107,752

受取手形及び売掛金 5,025,081 5,305,337

商品及び製品 2,095,889 2,112,369

仕掛品 63,154 79,806

原材料及び貯蔵品 158,877 177,857

その他 209,398 265,387

貸倒引当金 △17,706 △32,454

流動資産合計 8,694,450 9,016,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 318,718 336,728

機械装置及び運搬具（純額） 17,935 23,402

土地 1,808,701 1,808,701

その他（純額） 52,923 52,560

有形固定資産合計 2,198,279 2,221,393

無形固定資産 19,380 16,079

投資その他の資産   

その他 1,735,077 1,735,594

貸倒引当金 △113,466 △136,236

投資その他の資産合計 1,621,611 1,599,358

固定資産合計 3,839,270 3,836,831

資産合計 12,533,721 12,852,886
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,107,769 5,733,469

短期借入金 1,000,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 913,539 1,018,309

未払法人税等 － 69,308

賞与引当金 67,781 137,367

その他 209,392 181,954

流動負債合計 7,298,481 7,340,408

固定負債   

長期借入金 905,370 1,172,758

退職給付引当金 533,503 524,298

役員退職慰労引当金 14,683 13,553

負ののれん 22,306 43,476

その他 402,729 418,588

固定負債合計 1,878,593 2,172,675

負債合計 9,177,075 9,513,083

純資産の部   

株主資本   

資本金 646,494 646,494

資本剰余金 803,217 803,217

利益剰余金 1,944,504 1,939,163

自己株式 △41,843 △41,843

株主資本合計 3,352,372 3,347,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,274 △7,229

評価・換算差額等合計 4,274 △7,229

純資産合計 3,356,646 3,339,802

負債純資産合計 12,533,721 12,852,886
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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 19,196,035 17,651,122

売上原価 15,724,156 14,406,735

売上総利益 3,471,878 3,244,386

販売費及び一般管理費 3,281,990 3,081,593

営業利益 189,888 162,793

営業外収益   

受取利息 3,762 1,437

受取配当金 5,257 3,824

負ののれん償却額 24,249 21,170

不動産賃貸料 55,769 50,484

仕入割引 95,048 97,384

その他 35,053 18,375

営業外収益合計 219,140 192,676

営業外費用   

支払利息 30,409 26,740

手形売却損 41,316 30,537

不動産賃貸原価 39,614 38,974

売上割引 39,140 39,174

貸倒引当金繰入額 6,067 120

デリバティブ評価損 44,852 43,753

その他 16,448 33,065

営業外費用合計 217,849 212,365

経常利益 191,179 143,103

特別利益   

貸倒引当金戻入額 32,092 15,574

保険解約返戻金 8,767 －

特別利益合計 40,859 15,574

特別損失   

固定資産除却損 521 344

役員退職慰労金 10,914 －

投資有価証券評価損 28,376 －

保険解約損 12,334 －

特別損失合計 52,146 344

税金等調整前四半期純利益 179,892 158,334

法人税等 153,494 117,941

四半期純利益 26,398 40,392
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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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