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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 11,563 7.3 352 33.2 346 35.2 186 95.7
25年3月期第2四半期 10,773 7.6 264 △4.1 256 △3.9 95 △5.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 191百万円 （101.3％） 25年3月期第2四半期 95百万円 （△7.4％）

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

26年3月期第2四半期 21.22 ―
25年3月期第2四半期 10.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 19,373 8,435 43.5
25年3月期 20,397 8,331 40.8
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,435百万円 25年3月期  8,331百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 26,750 14.1 1,510 143.9 1,477 144.3 731 176.4 83.05



(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、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２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 8,832,000 株 25年3月期 8,832,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 23,682 株 25年3月期 23,652 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 8,808,330 株 25年3月期2Q 8,808,409 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策への期待感から、円安の進行や株価の上

昇など、企業収益や個人消費の一部に回復の兆しがみられました。しかしながら、欧米諸国における財政問題や中

国経済の減速、国内においては実体経済への影響鈍化といった不安材料が景気予測を下振れさせるリスクも存在し

ており、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの属する建設関連業界におきましても、景気回復の期待感や消費増税を見越した需要等を背景に、

新設住宅着工戸数等指標において持ち直しの動きが見られるものの、実体経済への反映がなされておらず、少ない

需要に対する競争が激しく、利益の獲得に対して依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、同業他社の中では屈指の広域営業ネットワーク網を駆使し

た的確な情報収集、配送の効率化等により、激しい需要獲得競争に参入してまいりました。また、組織活性化によ

る人材育成を図り、顧客への提案営業力を強化し地域シェアの拡大に尽力しました。さらに太陽光発電等の環境関

連需要を積極的に取り込み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。 

 一方、子会社の㈱木村電気工業につきましては、メーカーとのタイアップ等により、同社が製造している太陽光

用コネクタが市場において好評をいただき引合が増加したものの、スピード感に厳しさが残る等、量産体制まで歩

を進められず、業績及び収益向上まで進まぬ状況で推移しました。 

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

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

千円（前年同四半期比 ％）となりました。  

（２）財政状態に関する説明 

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 千円減少し、 千円と

なりました。 

 流動資産は、現金及び預金の増加があったものの、受取手形及び売掛金、商品及び製品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、減価償却による有形固定資産の減少等があったものの、その他有形固定資産の増加等により、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、短期借入金、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ

千円減少し、 千円となりました。 

 固定負債は、その他固定負債の減少があったものの、退職給付引当金の増加等により、前連結会計年度末に比

べ 千円増加し、 千円となりました。 

 純資産は、剰余金の配当等があったものの、四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ

千円増加し、 千円となりました。 

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 千円増加し、 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） 

 営業活動の結果得られた資金は、仕入債務の減少等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、売上

債権の減少等により 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、現在建替中である本社建物に係る支払い等により 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） 

 財務活動の結果使用した資金は、借入金の返済、配当金の支払い等により 千円（前年同期に使用した

資金は 千円）となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点では平成25年５月８日に公表いたしました連結業績予

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

11,563,497 107.3

352,808 133.2 346,955 135.2

186,892 195.7

1,024,625 19,373,203

1,144,964 8,779,066

120,338 10,594,136

1,160,572 9,900,739

32,415 1,037,074

103,531

8,435,389

219,440 975,759

705,826 293,577

209,641

172,308

276,744

105,656
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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（注記事項）に関する事項
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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 756,319 975,759

受取手形及び売掛金 7,444,793 6,211,658

商品及び製品 1,506,185 1,387,927

仕掛品 6,005 4,613

原材料及び貯蔵品 44,274 42,291

繰延税金資産 89,188 80,647

その他 108,059 102,031

貸倒引当金 △30,795 △25,862

流動資産合計 9,924,030 8,779,066

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,560,560 2,493,694

土地 6,795,201 6,795,201

その他（純額） 344,513 517,625

有形固定資産合計 9,700,274 9,806,522

無形固定資産   

借地権 183,254 183,254

その他 13,518 13,504

無形固定資産合計 196,772 196,758

投資その他の資産   

繰延税金資産 359,593 370,188

その他 409,022 409,923

貸倒引当金 △191,865 △189,256

投資その他の資産合計 576,750 590,855

固定資産合計 10,473,798 10,594,136

資産合計 20,397,829 19,373,203

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,858,575 3,076,862

短期借入金 6,270,000 6,100,000

未払法人税等 253,365 171,448

賞与引当金 105,229 102,276

その他 574,140 450,152

流動負債合計 11,061,311 9,900,739
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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) 

固定負債   

退職給付引当金 935,834 981,619

役員退職慰労引当金 16,400 19,649

その他 52,424 35,805

固定負債合計 1,004,659 1,037,074

負債合計 12,065,970 10,937,813

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 6,303,982 6,402,791

自己株式 △13,623 △13,640

株主資本合計 8,314,712 8,413,505

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,146 21,884

その他の包括利益累計額合計 17,146 21,884

純資産合計 8,331,858 8,435,389

負債純資産合計 20,397,829 19,373,203
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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 10,773,894 11,563,497

売上原価 8,959,794 9,633,696

売上総利益 1,814,100 1,929,801

販売費及び一般管理費 1,549,293 1,576,992

営業利益 264,807 352,808

営業外収益   

受取利息 19 21

受取配当金 469 654

その他 5,581 5,852

営業外収益合計 6,071 6,528

営業外費用   

支払利息 14,225 12,357

その他 4 25

営業外費用合計 14,229 12,382

経常利益 256,648 346,955

特別利益   

固定資産売却益 1,293 1,768

投資有価証券売却益 7,840 －

特別利益合計 9,133 1,768

特別損失   

固定資産売却損 82 58

固定資産除却損 18,128 510

災害による損失 1,070 2,130

本社移転費用 53,744 －

特別損失合計 73,026 2,698

税金等調整前四半期純利益 192,756 346,025

法人税、住民税及び事業税 119,206 163,810

法人税等調整額 △21,943 △4,677

法人税等合計 97,263 159,132

少数株主損益調整前四半期純利益 95,493 186,892

四半期純利益 95,493 186,892
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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 95,493 186,892

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △319 4,737

その他の包括利益合計 △319 4,737

四半期包括利益 95,174 191,630

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 95,174 191,630

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) 

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 192,756 346,025

減価償却費 115,257 110,507

本社移転費用 53,744 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,580 △7,542

賞与引当金の増減額（△は減少） △577 △2,953

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,316 45,784

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,560 3,249

受取利息及び受取配当金 △489 △676

支払利息 14,225 12,357

投資有価証券売却損益（△は益） △7,840 －

固定資産除売却損益（△は益） 16,917 △1,199

売上債権の増減額（△は増加） 257,479 1,236,409

たな卸資産の増減額（△は増加） 123,995 121,633

差入保証金の増減額（△は増加） 2,463 －

その他の資産の増減額（△は増加） 8,757 △779

仕入債務の増減額（△は減少） △317,835 △774,920

その他の負債の増減額（△は減少） 15,499 △45,185

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,580 △36,055

小計 528,112 1,006,654

利息及び配当金の受取額 489 676

利息の支払額 △14,256 △12,494

本社移転費用の支払額 － △50,925

法人税等の支払額 △220,767 △238,084

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,577 705,826

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 14,840 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △156,304 △212,300

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,807 2,226

固定資産の除却による支出 △9,300 －

貸付けによる支出 △2,652 △200

貸付金の回収による収入 718 253

その他の支出 △24,877 △976

その他の収入 3,459 1,355

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,308 △209,641

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） － △170,000

リース債務の返済による支出 △17,498 △18,563

自己株式の取得による支出 △77 △16

配当金の支払額 △88,080 △88,164

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,656 △276,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,612 219,440

現金及び現金同等物の期首残高 630,171 756,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 645,784 975,759
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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）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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