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1.  平成24年10月期第1四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年1月31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10月期第1四半期 4,452 9.0 139 △0.7 154 △16.6 84 △15.5
23年10月期第1四半期 4,085 5.8 140 24.6 184 89.0 99 △40.1

（注）包括利益 24年10月期第1四半期 312百万円 （△38.2％） 23年10月期第1四半期 505百万円 （―％）

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10月期第1四半期 3.03 ―
23年10月期第1四半期 3.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年10月期第1四半期 16,161 7,491 46.1
23年10月期 15,398 7,251 46.8
（参考） 自己資本   24年10月期第1四半期  7,445百万円 23年10月期  7,209百万円

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

23年10月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年10月期 ―
24年10月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月1日～平成24年10月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 9,000 8.5 190 △40.8 290 △30.8 140 109.0 5.02
通期 18,500 12.5 430 △24.7 630 △7.9 310 30.3 11.12



(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）  ：  有  

(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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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およ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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 中正機械株式会社 、 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10月期1Q 28,007,448 株 23年10月期 28,007,448 株
② 期末自己株式数 24年10月期1Q 130,979 株 23年10月期 130,979 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期1Q 27,876,469 株 23年10月期1Q 27,876,530 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年11月１日～平成24年１月31日）におけるわが国経済は、欧州

の財政危機、中国をはじめ新興国の景気の減速、米国債の格下げ、および長期化する円高などの影響

により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当企業集団が取り扱っております建築・土木向け商品は、震災復興需要の内需拡大により好調な荷

動きが見られました。しかしながら、円高の影響を受けた企業への販売は、減少となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,452百万円（前年同四半期比9.0％増）、営

業利益は139百万円（前年同四半期比0.7％減）、経常利益は154百万円（前年同四半期比16.6％

減）、当四半期純利益は84百万円（前年同四半期比15.5％減）となりました。 

  

財政状態の変動状況について 
（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて564百万円増

加し10,061百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が153百万円増加、受取手形及び売

掛金が435百万円増加および商品が186百万円増加に対し、未収入金が231百万円減少したことによる

ものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて198百万円増

加し6,100百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が195百万円増加したことによるもの

であります。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて508百万円増

加し7,846百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が438百万円増加、短期借入金

が100百万円増加に対し、賞与引当金が69百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて14百万円増加

し823百万円となりました。この主な要因は、繰延税金負債が11百万円増加したことによるものであ

ります。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて240百万円増加

し7,491百万円となりました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が223百万円増加したこと

によるものであります。 

  

  平成23年12月13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 当第１四半期連結累計期間において、新たに設立した中正機械株式会社を連結の範囲に含めており

ます。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更およ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)および

「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。 

  

(法人税率の変更等による影響) 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年

４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が行われる

ことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は

従来の40.6％から、平成25年10月期から平成27年10月期までの連結会計年度に解消が見込まれる一時

差異については38.0％に、平成28年10月期以降の連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について

は35.6％となります。この税率変更により、固定資産の繰延税金資産が48千円、固定負債の繰延税金

負債が80,458千円、法人税等調整額が331千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が80,127

千円増加しております。  

２．サマリー情報(その他)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

（４）追加情報
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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23年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,071,330 1,224,652

受取手形及び売掛金 6,075,500 6,511,143

商品 2,009,521 2,196,296

その他 360,842 150,566

貸倒引当金 △20,352 △21,061

流動資産合計 9,496,842 10,061,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 862,024 849,668

機械装置及び運搬具（純額） 45,184 48,744

土地 2,241,810 2,241,810

その他（純額） 47,783 49,083

有形固定資産合計 3,196,802 3,189,306

無形固定資産 22,067 21,331

投資その他の資産

投資有価証券 2,599,316 2,795,158

破産更生債権等 53,636 51,814

その他 83,368 94,526

貸倒引当金 △53,636 △51,814

投資その他の資産合計 2,682,685 2,889,684

固定資産合計 5,901,555 6,100,322

資産合計 15,398,397 16,161,920

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,108,423 3,546,685

短期借入金 3,650,000 3,750,000

賞与引当金 135,787 66,060

その他 443,394 483,706

流動負債合計 7,337,604 7,846,452

固定負債

繰延税金負債 554,282 565,337

退職給付引当金 213,187 218,408

長期未払金 40,517 38,797

その他 1,000 1,000

固定負債合計 808,987 823,543

負債合計 8,146,592 8,669,995
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,712,335 2,712,335

資本剰余金 1,728,146 1,728,146

利益剰余金 2,004,671 2,017,267

自己株式 △24,512 △24,512

株主資本合計 6,420,641 6,433,237

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 813,479 1,037,471

繰延ヘッジ損益 △1,862 △2,729

為替換算調整勘定 △23,069 △22,735

その他の包括利益累計額合計 788,546 1,012,006

少数株主持分 42,617 46,680

純資産合計 7,251,805 7,491,924

負債純資産合計 15,398,397 16,161,920
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年１月31日)

売上高 4,085,454 4,452,066

売上原価 3,099,692 3,439,839

売上総利益 985,761 1,012,227

販売費及び一般管理費 845,394 872,790

営業利益 140,367 139,436

営業外収益

受取利息 19 485

受取配当金 3,012 4,019

受取賃貸料 10,352 9,892

デリバティブ評価益 34,640 13,980

仕入割引 12,923 14,778

その他 9,263 4,625

営業外収益合計 70,211 47,782

営業外費用

支払利息 4,683 5,675

為替差損 13,110 25,140

その他 7,946 2,326

営業外費用合計 25,741 33,142

経常利益 184,837 154,076

特別利益

投資有価証券売却益 3,077 42,660

固定資産売却益 21 －

特別利益合計 3,098 42,660

特別損失

投資有価証券評価損 － 18,450

固定資産除却損 － 17

災害による損失 － 1,260

特別損失合計 － 19,727

税金等調整前四半期純利益 187,936 177,010

法人税、住民税及び事業税 32,873 58,184

法人税等調整額 54,171 33,137

法人税等合計 87,045 91,322

少数株主損益調整前四半期純利益 100,890 85,687

少数株主利益 921 1,186

四半期純利益 99,969 84,501
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 100,890 85,687

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 393,635 226,647

繰延ヘッジ損益 9,891 △867

為替換算調整勘定 682 556

その他の包括利益合計 404,210 226,336

四半期包括利益 505,101 312,024

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 497,876 307,961

少数株主に係る四半期包括利益 7,224 4,063

7/8

小林産業株式会社（8077）　平成24年10月期　第１四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

Ⅰ前第１四半期連結累計期間(自 平成22年11月１日 至 平成23年１月31日)  

当企業集団は、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略し

ております。 

  

Ⅱ当第１四半期連結累計期間(自 平成23年11月１日 至 平成24年１月31日)  

当企業集団は、鉄鋼材の卸売およびこれに附帯する事業を営む単一事業につき、記載を省略してお

ります。 

  

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）セグメント情報等

（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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