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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21年11月20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 ％

22年5月期第2四半期 22,883 △10.6 1,309 △19.0 1,756 △15.4 982 △7.4

21年5月期第2四半期 25,581 ― 1,617 ― 2,076 ― 1,060 ―

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

22年5月期第2四半期 91.04 ―

21年5月期第2四半期 95.52 ―

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

22年5月期第2四半期 35,563 28,823 81.0 2,677.12
21年5月期 33,719 28,200 83.6 2,608.08

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  28,806百万円 21年5月期  28,182百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年5月期 ― 26.00 ― 24.00 50.00

22年5月期 ― 25.00

22年5月期 
（予想）

― 25.00 50.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年5月21日～平成22年5月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 45,000 △7.3 2,470 △13.9 3,200 △13.5 1,807 △17.0 167.23



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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等については、4ページ【定性的情報・財務 
諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 11,405,400株 21年5月期  11,405,400株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  645,300株 21年5月期  599,600株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 10,794,285株 21年5月期第2四半期 11,108,270株



    

      当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、国内外の経済対策などにより、一部に下げ止まりの兆しがみら

    れたものの、企業業績の回復はリストラを主体とした経費の削減に負うところが大きく、雇用情勢の悪化、個人消費

    の低迷の更なる長期化が懸念されるなど、実体経済は総じて厳しい状況が続いております。  

   当社グループが関わる電気設備資材業界においても、新築住宅着工戸数の大幅な減少や景気先行き懸念を背景とし

    た個人消費の抑制など、引続き厳しい環境下での推移となりました。 

   このような状況下で、当社グループは、「初心に帰って」新規開拓、小口多数販売といった基本戦略を徹底、 

    特に、他社にない「付加価値サービス」の提供による得意先工事店の営業活動支援を強化、トシンファンの増加 

   （顧客の囲い込み）を図るとともに、仕入先メーカーとの協力体制のもと、エコポイント制度対象商品など、需要増 

    加が見込まれる商品へ積極的に対応してまいりました。一方では金融状勢の変化に留意し、債権管理の強化も実施し

    てまいりました。  

     この結果、販売単価の回復が見られない電線類をはじめとして全般的に市場が縮小する中、引続き需要が増加して

    いるオール電化関連商品や地上デジタル放送関連商品の増加が寄与し、当第２四半期連結会計期間の売上高は117億7

    千4百万円となりました。  

      損益面につきましては、粗利益率の確保と経費削減に努めた結果、営業利益は6億3千2百万円、経常利益は9億8百 

    万円、四半期純利益は5億1千4百万円となりました。 

   平成22年5月期第1四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年5月期第1四半期決算短信 

    (平成21年10月１日開示)をご参照下さい。 

  

  (1) 資産、負債及び純資産の状況 

    （流動資産） 

      当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、215億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ 19

      億4千9百万円増加しました。これは主に現金及び預金の15億6千9百万円増加、受取手形及び売掛金の3億5千万円増

      加によるものであります。 

  

    （固定資産） 

     当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、140億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億

      5百万円減少しました。これは主に減価償却による有形固定資産の4千万円減少、有価証券の評価替えによる投資そ

      の他の資産の4千8百万円減少によるものであります。 

  

    （流動負債） 

     当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、53億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億

      1千4百万円増加しました。これは主に買掛金の6億4千8百万円増加、短期借入金の3億4千7百万円増加、未払法人税

      等の2億5千3百万円増加によるものであります。 

  

    （固定負債） 

     当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、13億4千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ大き

      な変動はありません。 

  

    （純資産） 

    当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、288億2千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億2 

      千3百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上等に伴う利益剰余金の7億2千3百万円増加、自己株式の取

      得による7千5百万円の減少によるものであります。  

  

    以上により、当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億4千4百万円増加して、

      355億6千3百万円となっております。 

定性的情報・財務諸表等

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



  

  

  （2）キャッシュフローの状況 

    当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、118億7千万円となり、前連結会計年度末と

      比較して15億6千8百万円の増加となりました。 

  

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動の結果取得した資金は、16億8千万円となりました。 

   これは主に、税金等調整前四半期純利益17億5千1百万円、減価償却費1億5千9百万円、仕入債務の増加額6億4千 

      8百万円等の増加の一方、売上債権の増加額3億4千8百万円、法人税等の支払額4億7千6百万円等の減少によるもの 

      であります。 

  

    （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、1億1千8百万円となりました。 

      これは主に、有形固定資産の取得による支出1億3千4百万円等の減少によるものであります。 

  

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     財務活動の結果取得した資金は、5百万円となりました。 

    これは主に、短期借入金の3億4千7百万円純増加の一方、配当金の支払額2億5千9百万円等の減少によるものであり

      ます。 

  

  

  当第２四半期連結会計期間の収益状況につきましては、概ね計画どおりに推移しており、平成21年７月９日に 

   公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

     摘要した簡便な会計処理については、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

    ②特有の会計処理 

     税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効 

    果会計摘要後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお 

    ります。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,873,976 10,304,309

受取手形及び売掛金 8,379,331 8,028,790

商品 938,348 922,490

繰延税金資産 146,562 147,860

その他 212,182 189,628

貸倒引当金 △33,316 △25,454

流動資産合計 21,517,084 19,567,624

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,964,894 7,964,894

その他（純額） 2,383,192 2,423,495

有形固定資産合計 10,348,087 10,388,390

無形固定資産 530,957 547,381

投資その他の資産 3,167,857 3,216,486

固定資産合計 14,046,902 14,152,258

資産合計 35,563,987 33,719,882

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,426,085 2,777,565

短期借入金 351,610 4,120

1年内返済予定の長期借入金 13,476 13,476

未払法人税等 777,073 523,282

賞与引当金 223,335 224,207

その他 607,165 641,369

流動負債合計 5,398,745 4,184,021

固定負債   

長期借入金 36,376 43,114

退職給付引当金 699,243 692,394

役員退職慰労引当金 549,250 545,131

その他 57,004 54,876

固定負債合計 1,341,874 1,335,515

負債合計 6,740,619 5,519,537



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 865,000 865,000

資本剰余金 1,514,631 1,514,631

利益剰余金 27,663,474 26,940,109

自己株式 △1,280,992 △1,205,786

株主資本合計 28,762,113 28,113,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,994 68,392

評価・換算差額等合計 43,994 68,392

少数株主持分 17,259 17,998

純資産合計 28,823,367 28,200,344

負債純資産合計 35,563,987 33,719,882



（２）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20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 25,581,488 22,883,091

売上原価 20,168,120 18,039,429

売上総利益 5,413,368 4,843,661

販売費及び一般管理費 3,795,708 3,533,968

営業利益 1,617,659 1,309,693

営業外収益   

受取利息 34,728 27,005

受取配当金 9,933 7,604

受取会費 366,597 349,816

その他 56,826 66,934

営業外収益合計 468,086 451,360

営業外費用   

支払利息 8,219 3,799

その他 827 396

営業外費用合計 9,047 4,196

経常利益 2,076,698 1,756,856

特別利益   

有形固定資産売却益 49,138 5

特別利益合計 49,138 5

特別損失   

有形固定資産売却損 2,755 1,652

有形固定資産除却損 1,229 1,013

投資有価証券評価損 42,022 2,763

特別損失合計 46,007 5,429

税金等調整前四半期純利益 2,079,829 1,751,432

法人税等 1,022,526 769,468

少数株主損失（△） △3,683 △738

四半期純利益 1,060,987 982,703



（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20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11月20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 2,079,829 1,751,432

減価償却費 176,052 159,949

のれん償却額 7,219 7,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,003 5,825

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,588 △872

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,266 6,849

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,907 4,119

受取利息及び受取配当金 △44,662 △34,609

支払利息 8,219 3,799

有形固定資産売却損益（△は益） △49,138 △5

売上債権の増減額（△は増加） △150,546 △348,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 82,237 △15,858

仕入債務の増減額（△は減少） 296,634 648,520

その他 △77,137 △62,211

小計 2,358,297 2,126,138

利息及び配当金の受取額 42,451 34,622

利息の支払額 △8,174 △3,799

法人税等の支払額 △1,423,063 △476,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 969,510 1,680,839

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △621,148 △134,852

有形固定資産の売却による収入 60,608 453

無形固定資産の取得による支出 △11,678 △3,376

貸付金の回収による収入 4,533 3,598

その他 △15,900 15,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △583,584 △118,273

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） 261,492 347,490

長期借入れによる収入 14,000 －

長期借入金の返済による支出 △23,836 △6,738

自己株式の取得による支出 △201,920 △75,602

配当金の支払額 △278,655 △259,337

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,918 5,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 157,006 1,568,377

現金及び現金同等物の期首残高 11,238,254 10,302,374

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,395,261 11,870,751



 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年5月21日 至 平成21年11月20日）及び前第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年5月21日 至 平成20年11月20日）において、当社グループの事業の種類は「電気工事材料の販 

売」のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年5月21日 至 平成21年11月20日）及び前第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年5月21日 至 平成20年11月20日）において、本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び 

重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年5月21日 至 平成21年11月20日）及び前第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年5月21日 至 平成20年11月20日）において、海外売上高がないため記載を省略しております。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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