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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 10,903 △5.1 △102 ― △113 ― △125 ―
22年3月期第2四半期 11,490 △8.3 24 △59.3 △20 ― △62 ―

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3月期第2四半期 △32.17 ―
22年3月期第2四半期 △16.11 ―

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3月期第2四半期 12,027 3,204 26.6 822.77
22年3月期 11,826 3,343 28.3 858.51

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,204百万円 22年3月期  3,343百万円

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3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 8.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 23,215 △0.3 32 △81.4 82 △56.1 7 △59.9 1.93



(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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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3月期2Q 3,969,000株 22年3月期  3,969,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  74,332株 22年3月期  74,332株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 3,894,668株 22年3月期2Q 3,894,668株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、先進国の景気が不安定な状況で推移する一方で、中
国を中心とする新興国の景気拡大により輸出が増加基調となりましたが、ここにきて急激な円高の進行に
よる企業業績への影響が懸念されております。また、国内では雇用情勢の悪化、所得水準の低下によるデ
フレが進行するなど厳しい状況が続いております。 
管工機材業界においては、新設住宅着工戸数がようやく前年比増加に転じ、エコポイント制度による戸

建住宅のリフォームの増加などにも期待できる情勢となってきました。しかしながら、本格的な需要の回
復には今暫く時間を要すると考えられ、当面は業界内での厳しい競争が続くと予想されます。 
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出始めていま

す。都市部以外での売上が前年を上回り、マンションを中心とする大型物件の比率が高い都市部での売上
も持ち直しつつあります。 
しかしながら、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は10,903百万円（前年同期比5.1％減少）とな

り、利益率が低下したこともあって、売上総利益は1,902百万円（前年同期比8.6％減少）となりました。 
 販売費及び一般管理費を52百万円削減したものの売上総利益の減少が大きく、営業損失は102百万円
（前年同期は24百万円の利益）となりました。また、デリバティブ評価損46百万円を営業外費用に計上し
たことなどにより、経常損失は113百万円（前年同期は20百万円の損失）となり、四半期純損失は125百万
円（前年同期は62百万円の損失）となりました。 

  

  

(資産の部) 

当第２四半期連結会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250百万円増加し、流動
資産合計で8,208百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が141百万円減少、受取手形及び売
掛金が387百万円、たな卸資産が44百万円増加したこと等によるものです。 
当第２四半期連結会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50百万円減少し、固定資

産合計で3,818百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が13百万円、保険積立金が17百万円
減少したこと等によるものです。 
  

(負債の部) 

当第２四半期連結会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513百万円増加し、流動
負債合計で6,897百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が500百万円増加したこと等によるも
のです。 
当第２四半期連結会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174百万円減少し、固定

負債合計で1,924百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が201百万円減少したこと等によるも
のです。 
  

(純資産の部) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて139百万円減少し、純資産
合計で3,204百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が140百万円減少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22年５月13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。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

１．会計処理基準に関する変更 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 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
20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（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、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ384千円増加、税金
等調整前四半期純損失は5,760千円増加しております。 

  

２．表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸
表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第
２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,069,161 1,210,973

受取手形及び売掛金 4,829,557 4,442,319

商品及び製品 1,877,705 1,875,014

仕掛品 86,143 59,811

原材料及び貯蔵品 149,368 133,686

その他 208,248 251,359

貸倒引当金 △11,694 △14,789

流動資産合計 8,208,490 7,958,375

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 310,795 324,570

機械装置及び運搬具（純額） 13,771 16,118

土地 1,808,701 1,808,701

その他（純額） 49,561 61,898

有形固定資産合計 2,182,829 2,211,288

無形固定資産 59,791 36,187

投資その他の資産

その他 1,722,749 1,772,137

貸倒引当金 △146,815 △151,025

投資その他の資産合計 1,575,933 1,621,112

固定資産合計 3,818,554 3,868,588

資産合計 12,027,045 11,826,964
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,896,786 4,737,315

短期借入金 700,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 930,324 1,017,374

未払法人税等 19,306 80,544

賞与引当金 117,531 118,641

その他 233,921 230,390

流動負債合計 6,897,869 6,384,264

固定負債

長期借入金 941,147 1,142,219

退職給付引当金 562,087 538,666

役員退職慰労引当金 12,448 15,387

負ののれん 8,651 17,302

その他 400,433 385,529

固定負債合計 1,924,768 2,099,105

負債合計 8,822,637 8,483,369

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 1,781,949 1,922,828

自己株式 △41,843 △41,843

株主資本合計 3,189,817 3,330,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,591 12,897

評価・換算差額等合計 14,591 12,897

純資産合計 3,204,408 3,343,594

負債純資産合計 12,027,045 11,826,964
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 11,490,685 10,903,175

売上原価 9,408,836 9,000,543

売上総利益 2,081,849 1,902,632

販売費及び一般管理費 2,057,632 2,005,412

営業利益又は営業損失（△） 24,216 △102,780

営業外収益

受取利息 1,171 424

受取配当金 2,478 2,246

負ののれん償却額 16,166 8,651

不動産賃貸料 33,584 34,998

仕入割引 62,367 63,340

その他 13,794 29,263

営業外収益合計 129,563 138,923

営業外費用

支払利息 18,456 14,927

手形売却損 19,999 17,841

不動産賃貸原価 25,964 25,728

売上割引 25,657 23,132

貸倒引当金繰入額 120 －

デリバティブ評価損 63,299 46,626

その他 21,219 21,330

営業外費用合計 174,716 149,587

経常損失（△） △20,937 △113,444

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,675 6,456

特別利益合計 15,675 6,456

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,376

固定資産除却損 344 －

投資有価証券売却損 － 199

投資有価証券評価損 － 16,711

特別損失合計 344 22,286

税金等調整前四半期純損失（△） △5,606 △129,274

法人税等 57,125 △3,974

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △125,300

四半期純損失（△） △62,732 △125,300
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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損失（△） △5,606 △129,274

減価償却費 39,773 39,536

負ののれん償却額 △16,166 △8,651

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,555 △6,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △669 △1,110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,881 23,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,827 △2,938

受取利息及び受取配当金 △3,650 △2,670

支払利息 18,456 14,927

デリバティブ評価損益（△は益） 63,299 46,626

手形売却損 19,999 17,841

投資有価証券売却損益（△は益） － 199

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,711

固定資産除却損 344 －

売上債権の増減額（△は増加） 901,167 △6,036

割引手形の増減額（△は減少） △672,424 △381,201

たな卸資産の増減額（△は増加） 186,680 △44,705

仕入債務の増減額（△は減少） △938,207 159,470

その他 △29,191 △37,136

小計 △446,041 △301,445

利息及び配当金の受取額 3,658 2,686

利息の支払額 △39,341 △33,322

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △52,945 1,654

営業活動によるキャッシュ・フロー △534,670 △330,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △29,766 △4,494

有形固定資産の売却による収入 252 319

投資有価証券の取得による支出 △2,097 △2,133

投資有価証券の売却による収入 100 228

貸付金の回収による収入 1,326 2,822

その他 △5,761 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,947 6,741

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） 600,000 500,000

長期借入れによる収入 500,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △576,842 △488,122

配当金の支払額 △19,435 △15,567

財務活動によるキャッシュ・フロー 503,722 196,310

現金及び現金同等物に係る換算差額 △733 △4,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,629 △131,811

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,752 1,190,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,020,122 1,059,161
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該当事項はありません。 

  

  

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) 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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