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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、政府の経済政策と日銀の金融政策を背景に円高の

是正と株価の回復が進み、それに伴って企業収益が改善、個人消費が持ち直しの動きをみせるなど、景

気は緩やかな回復基調で推移しました。 

管工機材業界におきましては、新設住宅着工戸数が前年を上回る水準で推移している他、震災からの

復興、消費税増税前の駆け込みなどもあって堅調な需要を持続しております。 

このような状況の下、全国の販売ネットワークを活用し、営業所に併設したヤードを活用したタイム

リーな商品供給を行いました。また、堅調を維持している需要の取り込みに努めました。 

以上の結果、連結売上高は13,123百万円（前年同期比7.3％増加）となり、売上総利益は2,225百万円

（前年同期比2.7％増加）となりました。 

 販売費及び一般管理費は38百万円の増加となり、営業利益は31百万円（前年同期比206.4％増加）と

なりました。また、経常利益は76百万円（前年同期比259.7％増加）となりました。以上の結果、法人

税等考慮後の四半期純利益は１百万円（前年同期は30百万円の損失）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりです。 
  

 [管工機材] 

当セグメントにおきましては、売上高は13,122百万円（前年同期比7.9％増加）、セグメント利益(営

業利益)は81百万円（前年同期比197.2％増加）となりました。 

  
 [その他] 

当セグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントで主に室内装飾の施工であり、売上高

は１百万円（前年同期比98.5％減少）、セグメント損失(営業損失)は50百万円(前年同期は17百万円の

損失)となりました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算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
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 (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332百万円増加し、流

動資産合計で9,406百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が193百万円増加、商品

及び製品が147百万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12百万円増加し、固定

資産合計で3,867百万円となりました。この主な要因は、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606百万円増加し、流

動負債合計で7,850百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が800百万円増加、1年内返済予

定の長期借入金が134百万円減少、未払法人税等が65百万円減少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265百万円減少し、固

定負債合計で1,994百万円となりました。この主な要因は長期借入金が264百万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３百万円増加し、純資産

合計で3,428百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が21百万円減少、その他有価証券評価

差額金が12百万円増加、為替換算調整勘定が12百万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25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。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,218,527 1,150,894 

受取手形及び売掛金 5,314,938 5,508,249 

商品及び製品 2,129,336 2,277,027 

仕掛品 116,264 142,322 

原材料及び貯蔵品 107,354 132,167 

繰延税金資産 132,047 105,338 

その他 124,579 140,399 

貸倒引当金 △68,934 △50,140 

流動資産合計 9,074,112 9,406,258 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 255,913 247,228 

機械装置及び運搬具（純額） 13,405 11,609 

土地 1,792,678 1,792,678 

リース資産（純額） 51,860 52,652 

その他（純額） 35,052 36,907 

有形固定資産合計 2,148,910 2,141,075 

無形固定資産   

リース資産 66,240 64,087 

その他 36,946 31,847 

無形固定資産合計 103,186 95,935 

投資その他の資産   

繰延税金資産 260,155 261,340 

その他 1,491,597 1,538,112 

貸倒引当金 △148,888 △169,438 

投資その他の資産合計 1,602,863 1,630,014 

固定資産合計 3,854,961 3,867,025 

資産合計 12,929,073 13,273,284 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,617,448 5,651,805 

短期借入金 － 800,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,012,683 878,371 

リース債務 29,272 33,076 

未払法人税等 127,978 62,609 

賞与引当金 142,441 143,632 

役員賞与引当金 4,810 － 

その他 309,606 280,887 

流動負債合計 7,244,241 7,850,383 

固定負債   

長期借入金 1,230,528 966,318 

リース債務 88,684 89,379 

退職給付引当金 598,864 624,735 

役員退職慰労引当金 13,764 14,669 

役員退職慰労未払金 175,000 175,000 

その他 153,409 124,678 

固定負債合計 2,260,251 1,994,781 

負債合計 9,504,493 9,845,164 

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 1,943,835 1,922,011 

自己株式 △41,843 △41,843 

株主資本合計 3,351,702 3,329,879 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,755 75,270 

為替換算調整勘定 10,122 22,970 

その他の包括利益累計額合計 72,877 98,240 

純資産合計 3,424,580 3,428,119 

負債純資産合計 12,929,073 13,273,284 
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,226,251 13,123,186 

売上原価 10,059,701 10,897,429 

売上総利益 2,166,549 2,225,756 

販売費及び一般管理費 2,156,322 2,194,418 

営業利益 10,226 31,338 

営業外収益   

受取利息 1,116 344 

受取配当金 3,485 8,789 

不動産賃貸料 33,834 33,182 

仕入割引 69,101 77,633 

貸倒引当金戻入額 － 600 

デリバティブ評価益 － 10,529 

その他 16,236 11,959 

営業外収益合計 123,774 143,038 

営業外費用   

支払利息 15,043 13,004 

手形売却損 17,552 20,764 

不動産賃貸原価 22,686 22,578 

売上割引 25,561 30,437 

貸倒引当金繰入額 1,700 － 

デリバティブ評価損 62 － 

その他 30,232 11,471 

営業外費用合計 112,839 98,255 

経常利益 21,162 76,120 

特別利益   

固定資産売却益 249 － 

特別利益合計 249 － 

特別損失   

固定資産除却損 127 － 

特別損失合計 127 － 

税金等調整前四半期純利益 21,284 76,120 

法人税等 51,359 74,576 

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（△）

△30,075 1,544 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,075 1,544 
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△）

△30,075 1,544 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,300 12,514 

為替換算調整勘定 1,108 12,848 

その他の包括利益合計 △11,191 25,363 

四半期包括利益 △41,267 26,907 
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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