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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年3月21日～平成24年6月20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1四半期 2,211 △1.4 △41 ― △11 ― △4 ―
24年3月期第1四半期 2,241 4.2 △56 ― △36 ― △26 ―

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1四半期 △0.93 ―
24年3月期第1四半期 △6.01 ―

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1四半期 5,457 1,923 35.2 439.03
24年3月期 5,466 1,939 35.5 442.61
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,923百万円 24年3月期  1,939百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 3月21日～平成25年 3月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,171 6.0 4 ― 45 112.8 16 517.1 3.65
通期 10,550 2.9 20 ― 100 79.6 40 845.0 9.13



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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   ：  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） 25年3月期1Q 4,411,000 株 24年3月期 4,411,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 29,745 株 24年3月期 28,767 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,381,755 株 24年3月期1Q 4,384,109 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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
レビューを実施中であります。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項については２ページ「１.当四半期決算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１四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に回復基調が見られるものの、欧州債務危機による金融不安

や円高問題の他、電力供給懸念等により、先行き不透明な状況で推移しました。 

  電設資材卸売業界におきましても、ＬＥＤ照明等の省エネ関連商材に活況が見られるものの、全体的には設備投

資が本格的回復に至らず厳しい状況が続いております。 

  このような状況の中、当社においては４月に展示即売会「AIKOフェスタ2012」を実施致しました。結果、当第１

四半期累計期間における売上高は2,211百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

  利益面につきましては、競合他社との競争激化の影響を受け、売上総利益については351百万円（前年同期比

5.0％減）となっております。経費につきましては、前年同期に比べ貸倒引当金繰入が減少したことにより、販売

費及び一般管理費の総額は393百万円（前年同期比7.9％減）となりました。これにより営業損失41百万円（前年同

期は営業損失56百万円）となり、経常損失11百万円（前年同期は経常損失36百万円）、四半期純損失は４百万円

（前年同期は四半期純損失26百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間末の総資産は5,457百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円減少いたしました。流動資

産は4,385百万円となり、11百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金の増加と、売上債権の減少による

差額です。固定資産は1,072百万円となり、前事業年度末に比べ大きな変動はありません。 

  当第１四半期会計期間末の負債合計は3,533百万円となりました（前事業年度末は3,526百万円）。流動負債は仕

入債務等の増加により3,338百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円増加いたしました。固定負債は前事業年度

末に比べ2百万円減少しております。 

  これらにより当第１四半期会計期間末の純資産の部は1,923百万円となり、前事業年度末と比べ16百万円減少い

たしました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、平成24年５月１日発表の数値と同じであり、変更はありません。 

   

（１）四半期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。 

   

（２）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 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 608,720 1,152,629

受取手形 1,662,470 1,588,052

売掛金 1,753,461 1,156,603

商品 285,624 409,034

その他 125,026 109,795

貸倒引当金 △38,757 △31,097

流動資産合計 4,396,547 4,385,017

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 220,721 217,058

土地 415,040 415,040

その他（純額） 42,008 37,887

有形固定資産合計 677,770 669,985

無形固定資産 40,546 39,086

投資その他の資産   

投資有価証券 51,583 53,729

その他 407,565 416,943

貸倒引当金 △107,657 △107,627

投資その他の資産合計 351,490 363,046

固定資産合計 1,069,808 1,072,118

資産合計 5,466,355 5,457,136

負債の部   

流動負債   

支払手形 430,604 510,953

買掛金 846,053 778,371

短期借入金 1,800,000 1,800,000

賞与引当金 66,006 93,003

その他 185,542 155,744

流動負債合計 3,328,205 3,338,071

固定負債   

退職給付引当金 137,280 138,616

役員退職慰労引当金 61,269 56,961

固定負債合計 198,550 195,578

負債合計 3,526,756 3,533,650
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,650 611,650

資本剰余金 691,950 691,950

利益剰余金 650,575 633,346

自己株式 △8,891 △9,109

株主資本合計 1,945,284 1,927,836

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,684 △4,350

評価・換算差額等合計 △5,684 △4,350

純資産合計 1,939,599 1,923,486

負債純資産合計 5,466,355 5,457,136
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

売上高 2,241,669 2,211,006

売上原価 1,871,106 1,859,077

売上総利益 370,562 351,928

販売費及び一般管理費 427,286 393,317

営業損失（△） △56,723 △41,388

営業外収益   

仕入割引 27,241 25,707

その他 3,015 12,606

営業外収益合計 30,256 38,314

営業外費用   

支払利息 2,032 2,354

売上割引 7,577 5,995

その他 74 14

営業外費用合計 9,684 8,364

経常損失（△） △36,150 △11,439

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 1,758 －

特別損失合計 1,758 －

税引前四半期純損失（△） △37,909 △11,439

法人税、住民税及び事業税 2,089 2,097

法人税等調整額 △13,658 △9,454

法人税等合計 △11,569 △7,356

四半期純損失（△） △26,339 △4,082
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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