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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 10,014 17.5 276 136.8 267 144.5 101 107.3
23年3月期第2四半期 8,520 19.6 116 ― 109 144.8 48 157.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 102百万円 （135.4％） 23年3月期第2四半期 43百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 11.52 ―

23年3月期第2四半期 5.56 ―

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

24年3月期第2四半期 18,646 8,297 44.5 942.01
23年3月期 18,636 8,371 44.9 950.34

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,297百万円 23年3月期  8,371百万円

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  

・配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  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 21,360 12.6 1,065 136.2 1,037 137.3 533 126.6 60.53



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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の発表時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しておりますが、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となっております。 

※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「（３）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 8,832,000 株 23年3月期 8,832,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 23,423 株 23年3月期 23,368 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,808,583 株 23年3月期2Q 8,808,652 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けた回復がみられるものの、原発事

故に伴う電力供給の問題、欧米における金融不安の拡大と円高等、不透明な状況で推移いたしました。 

 当社企業グループの属する建設関連業界におきましても、震災によるサプライチェーンの影響が徐々に解消する

方向へ向かっており、需給バランスが整いつつあるなか、住宅着工も堅調に推移する兆しが見られてきたものの、

経済状況の低迷が復興関係を足止めし、９月に入り新設住宅着工戸数が減少する等、先行きは不安材料が残る状況

となっております。  

 このような状況の中、当企業グループにおきましては、営業戦略として新規顧客開拓及び既存顧客の需要の掘り

起こしを行うことで、更なる地域シェアの拡大を図るとともに、物件受注競争への積極的な参加により得意先の基

盤を拡充し、収益の創造と獲得を図ってまいりました。 

 子会社の㈱木村電気工業につきましては、震災の影響により、物件の中止・先送りが相次ぎ厳しく推移しまし

た。このような状況の中で、営業部におきまして親会社である田中商事㈱との連携により太陽光関連等の環境分野

への進出、生産コスト見直し等による既存商品のシェア拡大に努めました。技術部におきましても、特にコネクタ

や幹線商材の一部を海外の生産拠点を活用する等、新商品の開発、販売ルートの確保等の推進を図ってまいりまし

た。 

 さらに、需要の減退が厳しく推移したことから生産量、納期において慎重を期してまいりました。 

 この結果、売上高は 千円（前年同四半期比117.5％）となりました。同利益面におきましては、営業

利益 千円（前年同四半期比236.8％）、経常利益 千円（前年同四半期比244.5％）、四半期純利益

千円（前年同四半期比207.3％）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、純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となり

ました。 

 流動資産は、商品及び製品の増加等がありましたが、受取手形及び売掛金が減少したこと等により、前連結会

計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

 固定資産は、繰延税金資産の減少等がありましたが、新設営業所建物取得等により、前連結会計年度末に比べ

千円増加し、 千円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金、未払法人税の減少等がありましたが、短期借入金の借入等により、前連結

会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

 固定負債は、役員退職慰労引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円

となりました。 

純資産は、剰余金の配当等により、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 千円減少し、 千円となりました。 

 当第２四半期連結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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少等があったものの、役員退職

慰労引当金の減少、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等により 千円（前年同期に得られた資金は

千円）となりました。 

（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、新設営業所建物取得等により 千円（前年同期に使用した資金は

千円）となりました。 

（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、利益配当金の支払い等があったものの、借入金の増加等により 千円

（前年同期に使用した資金は 千円）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日付で公表しました当第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成23年11月４日に修正

を行っております。詳細は、平成23年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 平成24年3月期の通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日公表の業績予想から変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

10,014,062

276,259 267,072

101,454

10,154 18,646,357

74,195 8,236,553

84,350 10,409,803

250,016 9,492,396

166,419 856,152

73,442 8,297,808

112,084 607,337

561,453

661,933

228,677

208,053

678,046

254,833
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 719,422 607,337

受取手形及び売掛金 6,162,649 5,903,201

商品及び製品 1,205,520 1,489,278

仕掛品 11,336 6,893

原材料及び貯蔵品 78,425 100,551

繰延税金資産 62,777 48,209

その他 89,529 98,686

貸倒引当金 △18,910 △17,605

流動資産合計 8,310,749 8,236,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,523,473 2,735,116

土地 6,650,623 6,711,539

その他（純額） 335,641 207,698

有形固定資産合計 9,509,738 9,654,354

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 14,560 14,215

無形固定資産合計 197,814 197,470

投資その他の資産   

繰延税金資産 406,405 345,752

その他 307,610 322,921

貸倒引当金 △96,116 △110,695

投資その他の資産合計 617,900 557,979

固定資産合計 10,325,453 10,409,803

資産合計 18,636,202 18,646,357

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,882,300 2,425,335

短期借入金 5,630,000 6,500,000

未払法人税等 216,636 34,443

賞与引当金 86,247 85,881

その他 427,194 446,736

流動負債合計 9,242,379 9,492,396
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債   

退職給付引当金 667,527 729,458

役員退職慰労引当金 259,500 41,116

その他 95,544 85,577

固定負債合計 1,022,572 856,152

負債合計 10,264,951 10,348,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,350,621 6,275,903

自己株式 △13,497 △13,520

株主資本合計 8,361,477 8,286,736

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,773 11,071

その他の包括利益累計額合計 9,773 11,071

純資産合計 8,371,251 8,297,808

負債純資産合計 18,636,202 18,646,357
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,520,727 10,014,062

売上原価 6,995,514 8,226,287

売上総利益 1,525,212 1,787,774

販売費及び一般管理費 1,408,564 1,511,515

営業利益 116,647 276,259

営業外収益   

受取利息 120 61

その他 6,140 5,188

営業外収益合計 6,260 5,250

営業外費用   

支払利息 13,665 14,435

その他 1 2

営業外費用合計 13,666 14,437

経常利益 109,242 267,072

特別利益   

固定資産売却益 1,151 2,083

特別利益合計 1,151 2,083

特別損失   

固定資産売却損 70 205

固定資産除却損 163 306

災害による損失 － 453

役員退職功労加算金 － 64,380

特別損失合計 233 65,345

税金等調整前四半期純利益 110,159 203,810

法人税、住民税及び事業税 80,864 28,026

法人税等調整額 △19,650 74,330

法人税等合計 61,213 102,356

少数株主損益調整前四半期純利益 48,946 101,454

四半期純利益 48,946 101,454
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,946 101,454

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,301 1,298

その他の包括利益合計 △5,301 1,298

四半期包括利益 43,644 102,752

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,644 102,752

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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利益 110,159 203,810

減価償却費 112,601 115,644

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30,000 13,273

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,011 △366

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,649 61,931

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,450 △218,384

受取利息及び受取配当金 △439 △550

支払利息 13,665 14,435

固定資産除売却損益（△は益） △917 △1,567

売上債権の増減額（△は増加） 374,930 245,730

たな卸資産の増減額（△は増加） 77,203 △301,441

差入保証金の増減額（△は増加） 50 151

その他の資産の増減額（△は増加） 44,141 11,455

仕入債務の増減額（△は減少） 626 △477,578

その他の負債の増減額（△は減少） △24,396 38,013

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,397 △46,913

小計 778,132 △342,355

利息及び配当金の受取額 439 550

利息の支払額 △13,730 △14,397

法人税等の支払額 △102,908 △205,251

営業活動によるキャッシュ・フロー 661,933 △561,453

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △209,613 △231,975

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,038 3,145

貸付けによる支出 △218 －

貸付金の回収による収入 525 450

その他の支出 △1,443 △1,197

その他の収入 657 899

投資活動によるキャッシュ・フロー △208,053 △228,677

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） △150,000 870,000

リース債務の返済による支出 △16,264 △16,415

自己株式の取得による支出 － △22

配当金の支払額 △88,569 △175,516

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,833 678,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 199,046 △112,084

現金及び現金同等物の期首残高 543,998 719,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 743,045 607,337
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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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