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１．平成26年10月期第１四半期の連結業績（平成25年11月１日～平成26年１月31日）

（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10月期第１四半期 5,372 8.6 233 31.2 247 △9.0 142 11.6

25年10月期第１四半期 4,945 11.1 177 27.6 272 76.6 127 51.4

(注) 包括利益 26年10月期第１四半期 103百万円(△87.9％) 25年10月期第１四半期 855百万円( 174.2％)

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10月期第１四半期 5.12 -

25年10月期第１四半期 4.59 -

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年10月期第１四半期 22,957 11,544 49.8

25年10月期 22,864 11,524 49.9

(参考) 自己資本 26年10月期第１四半期 11,435百万円 25年10月期 11,418百万円

２．配当の状況

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10月期 - 2.50 - 3.00 5.50

26年10月期 -

26年10月期(予想) 3.00 - 3.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年10月期の連結業績予想（平成25年11月１日～平成26年10月31日）

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) 10,480 6.9 350 24.6 440 △11.1 280 6.9 10.04

通期 21,330 6.9 770 23.0 940 △0.6 600 11.7 21.52

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

会計方針の変更に関する注記

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年10月期１Ｑ 28,007,448株 25年10月期 28,007,448株

② 期末自己株式数 26年10月期１Ｑ 131,165株 25年10月期 131,076株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期１Ｑ 27,876,308株 25年10月期１Ｑ 27,876,469株

発行済株式数に関する注記

※ 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ますが、この四半期決算短信
の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期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の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およ
び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、実際の業績
は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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当第１四半期連結累計期間（平成25年11月１日～平成26年１月31日）におけるわが国経済は、政府

の経済政策や金融政策への効果と期待から、企業収益は幅広く改善の動きがみられ、輸出の回復や個

人消費の持ち直しなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、消費税率引き上げによ

る経済の動向や、海外における新興国経済の低迷など、景気の先行きは依然として不透明な状況が続

いております。

このような状況の下で当社グループは、主力商品の拡大・新商品の取り扱い等の従来からの施策を

行い、高収益企業体質への転換を目指し、利益確保に努めました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、5,372百万円で、前年同四半期比427

百万円、8.6％の増加となりました。営業利益は233百万円で、前年同四半期比55百万円、31.2％の増

加となりました。経常利益は、247百万円で、前年同四半期比24百万円、9.0％の減少となりました。

四半期純利益は、142百万円で、前年同四半期比14百万円、11.6％の増加となりました。

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166百万円増

加し11,679百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が503百万円減少したことに対し、

受取手形及び売掛金が260百万円および商品が395百万円増加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74百万円減少

し11,277百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が73百万円減少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121百万円増

加し8,139百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が368百万円増加したことに対

し、未払法人税等(その他)が168百万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48百万円減少

し3,273百万円となりました。この主な要因は、繰延税金負債が22百万円および長期未払金が25百万

円減少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19百万円増加し

11,544百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が59百万円増加したことに対し、その他有

価証券評価差額金が46百万円減少したことによるものであります。

平成25年12月12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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

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

（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

小林産業株式会社（8077）　平成26年10月期　第1四半期決算短信

3 / 8



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10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,288,791 785,760

受取手形及び売掛金 7,484,061 7,744,785

商品 2,579,845 2,975,211

その他 171,559 186,071

貸倒引当金 △11,059 △11,908

流動資産合計 11,513,197 11,679,921

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 767,017 755,998

機械装置及び運搬具（純額） 61,528 70,727

土地 2,241,810 2,241,810

その他（純額） 65,619 63,448

有形固定資産合計 3,135,975 3,131,984

無形固定資産 91,434 94,912

投資その他の資産

投資有価証券 8,015,537 7,942,324

破産更生債権等 5,732 5,681

その他 108,712 108,123

貸倒引当金 △5,732 △5,681

投資その他の資産合計 8,124,250 8,050,447

固定資産合計 11,351,660 11,277,344

資産合計 22,864,857 22,957,265

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,933,121 4,301,166

短期借入金 3,450,000 3,417,000

賞与引当金 152,291 68,547

役員賞与引当金 12,000 －

その他 470,477 352,618

流動負債合計 8,017,890 8,139,331

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 200,000 200,000

繰延税金負債 2,366,888 2,343,991

退職給付引当金 227,351 226,815

長期未払金 25,467 －

長期預り保証金 3,000 3,000

固定負債合計 3,322,707 3,273,807

負債合計 11,340,598 11,413,138
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26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 2,622,426 2,681,563

自己株式 △24,542 △24,572

株主資本合計 7,038,365 7,097,473

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,392,707 4,346,424

繰延ヘッジ損益 △1,381 991

為替換算調整勘定 △11,194 △9,135

その他の包括利益累計額合計 4,380,131 4,338,280

少数株主持分 105,762 108,372

純資産合計 11,524,259 11,544,126

負債純資産合計 22,864,857 22,957,265
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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24年11月１日
至 平成25年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日)

売上高 4,945,207 5,372,369

売上原価 3,816,335 4,171,043

売上総利益 1,128,871 1,201,325

販売費及び一般管理費 950,979 967,875

営業利益 177,891 233,450

営業外収益

受取利息 20 22

受取配当金 4,236 4,589

受取賃貸料 9,021 3,150

デリバティブ評価益 69,756 3,200

仕入割引 17,752 21,864

その他 5,682 5,330

営業外収益合計 106,469 38,157

営業外費用

支払利息 5,773 6,468

為替差損 2,261 13,375

売上割引 3,532 4,121

その他 704 68

営業外費用合計 12,272 24,033

経常利益 272,089 247,574

特別利益

固定資産売却益 － 497

特別利益合計 － 497

税金等調整前四半期純利益 272,089 248,072

法人税、住民税及び事業税 72,939 47,364

法人税等調整額 70,946 55,447

法人税等合計 143,886 102,811

少数株主損益調整前四半期純利益 128,203 145,260

少数株主利益 276 2,494

四半期純利益 127,926 142,766
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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24年11月１日
至 平成25年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 128,203 145,260

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 697,506 △47,539

繰延ヘッジ損益 20,354 2,372

為替換算調整勘定 9,395 3,432

その他の包括利益合計 727,256 △41,734

四半期包括利益 855,459 103,526

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 841,865 100,915

少数株主に係る四半期包括利益 13,594 2,610
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該当事項はありません。

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24年11月１日 至 平成25年１月31日)

当社グループは、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25年11月１日 至 平成26年１月31日)

当社グループは、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。

（３）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）

（セグメント情報等）
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