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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年3月期第2四半期 2,592 △11.2 181 △8.2 198 △7.7 122 △4.6
24年3月期第2四半期 2,919 △2.9 197 14.2 214 16.0 128 19.9

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

25年3月期第2四半期 41.62 ―
24年3月期第2四半期 43.62 ―

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

25年3月期第2四半期 4,569 2,641 57.8 898.17
24年3月期 4,846 2,566 53.0 872.71
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,641百万円 24年3月期  2,566百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
25年3月期 ― 10.00
25年3月期（予想） ― 15.00 25.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
業績予想の修正については、本日（平成24年11月９日）公表いたしました「平成25年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に
関するお知らせ」をご参照ください。 
 
 

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 5,700 △6.7 480 △12.7 500 △14.3 310 △3.1 105.41



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項、（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項、（２）会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,587,836 株 24年3月期 4,587,836 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,646,964 株 24年3月期 1,646,964 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 2,940,872 株 24年3月期2Q 2,940,884 株

※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
半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

   当第２四半期累計期間における住宅向けの管工機材業界におきましては、被災地以外での住宅エコポイント 

 の申込終了に伴い、新設住宅着工戸数が減少傾向にあります。また原材料価格の上昇も懸念されるなど非常に 

 厳しい市場環境となりました。 

  このような状況の中で、当社は、効率的な営業活動や指定化活動の推進、自社ブランド製品の充実、物流 

 サービスの強化などに積極的に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。その結果、売上高は

 25億９千２百万円（前年同四半期比11.2％減）となりました。利益面では、営業利益１億８千１百万円（前年同

 四半期比8.2％減）、経常利益１億９千８百万円（前年同四半期比7.7％減）、四半期純利益１億２千２百万円 

 （前年同四半期比4.6％減）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  （イ）資産 

 流動資産の残高は、前事業年度末に比べて２億８千１百万円減少し、36億９千７百万円となりました。 

 これは主に、売上高が減少したため売上債権が４億３千９百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産の残高は、前事業年度末に比べ３百万円増加し、８億７千１百万円となりました。 

 これは主に、ゴルフ会員権を取得したことによるものであります。 

  この結果、総資産は、前事業年度末に比べ２億７千７百万円減少し、45億６千９百万円となりました。 

  

  （ロ）負債 

 流動負債の残高は、前事業年度末に比べて２億４千５百万円減少し、17億１千５百万円となりました。  

 これは主に、仕入債務が１億７千万円減少したことや、未払法人税等が６千２百万円減少したことに 

よるものであります。  

 固定負債の残高は、前事業年度末に比べて１億６百万円減少し、２億１千１百万円となりました。 

 これは主に、有利子負債の純減によるものであります。 

  この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて３億５千２百万円減少し、19億２千７百万円  

 となりました。  

  （ハ）純資産 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて７千４百万円増加し、26億４千１百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払いがあったものの、四半期純利益１億２千２百万円を計上したことによる 

ものであります。 

   

 ② キャッシュフローの状況 

     当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は12億１千８百万円 

       となり、前事業年度末に比べ１億６千９百万円の増加となりました。 

     当第２四半期累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

  

  （イ）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３億３千４百万円となりました。 

 これは主に、仕入債務の減少等や法人税等の支払１億３千７百万円の支出要因があったものの、税引前 

 四半期純利益を１億９千８百万円計上し、売上債権の減少等で資金の増加があったことによるもので  

あります。 

 前年同四半期での対比では、営業活動によるキャッシュフローは５千８百万円増加いたしました。  

  

  （ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動の結果、使用した資金は１千３百万円となりました。 

これは主に、ゴルフ会員権の取得による支出等によるものであります。 

  前年同四半期での対比では、投資活動によるキャッシュフローは９百万円減少いたしました。  

  

  （ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動の結果、使用した資金は１億５千１百万円となりました。 

これは主に、有利子負債の純減と配当金の支払いによるものであります。 

  前年同四半期での対比では、財務活動によるキャッシュフローは同水準で推移いたしました。  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

      当初想定よりも厳しさを増す事業環境が続いていることから、通期の業績予想を修正いたしました。 

    詳細につきましては、本日（平成24年11月９日）公表いたしました「平成25年３月期第２四半期累計期間 

   業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。  

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

 ついて、改正後の法人税に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響額は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,048,324 1,218,147

受取手形及び売掛金 2,161,188 1,721,434

商品及び製品 710,406 684,537

貯蔵品 3,945 15,770

その他 56,004 58,285

貸倒引当金 △1,100 △900

流動資産合計 3,978,769 3,697,276

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 64,324 62,132

土地 369,722 369,722

その他（純額） 19,826 19,868

有形固定資産合計 453,873 451,722

無形固定資産 19,936 17,989

投資その他の資産   

投資有価証券 116,855 111,571

繰延税金資産 106,827 108,708

その他 172,307 184,254

貸倒引当金 △1,767 △2,373

投資その他の資産合計 394,223 402,160

固定資産合計 868,033 871,872

資産合計 4,846,803 4,569,149
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,240,627 1,070,512

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 214,296 214,296

未払法人税等 141,554 78,675

賞与引当金 47,000 45,700

その他 118,000 106,760

流動負債合計 1,961,478 1,715,944

固定負債   

長期借入金 242,816 135,668

役員退職慰労引当金 69,917 69,073

その他 6,070 7,070

固定負債合計 318,803 211,811

負債合計 2,280,281 1,927,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,952 564,952

資本剰余金 119,774 119,774

利益剰余金 3,834,160 3,912,436

自己株式 △1,966,271 △1,966,271

株主資本合計 2,552,614 2,630,890

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,906 10,502

評価・換算差額等合計 13,906 10,502

純資産合計 2,566,521 2,641,393

負債純資産合計 4,846,803 4,569,149
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（２）四半期損益計算書 
   第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,919,346 2,592,653

売上原価 2,085,509 1,785,949

売上総利益 833,836 806,703

販売費及び一般管理費 636,150 625,310

営業利益 197,686 181,393

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1,902 2,221

仕入割引 27,859 22,975

その他 6,380 5,586

営業外収益合計 36,143 30,783

営業外費用   

支払利息 6,246 3,604

売上割引 12,334 10,364

その他 474 18

営業外費用合計 19,055 13,988

経常利益 214,774 198,188

税引前四半期純利益 214,774 198,188

法人税等 86,500 75,800

四半期純利益 128,274 122,388
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 214,774 198,188

減価償却費 6,331 8,049

長期前払費用償却額 172 94

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000 △1,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,152 △843

貸倒引当金の増減額（△は減少） △474 406

受取利息及び受取配当金 △1,902 △2,221

支払利息 6,246 3,604

売上債権の増減額（△は増加） 435,594 439,753

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,989 14,043

仕入債務の増減額（△は減少） △313,858 △173,283

その他 6,010 △13,283

小計 402,035 473,208

利息及び配当金の受取額 1,902 2,221

利息の支払額 △6,246 △3,604

法人税等の支払額 △121,924 △137,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,767 334,240

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 △500 △1,791

ゴルフ会員権の取得による支出 － △8,148

その他 △3,655 △3,255

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,155 △13,195

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △107,148 △107,148

配当金の支払額 △43,121 △44,073

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,269 △151,221

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,342 169,822

現金及び現金同等物の期首残高 1,073,154 1,048,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,194,497 1,218,147
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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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