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1.  平成24年5月期第3四半期の業績（平成23年6月1日～平成24年2月29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 ％

24年5月期第3四半期 16,985 5.8 289 12.7 370 13.3 234 35.0
23年5月期第3四半期 16,053 8.6 257 79.0 327 67.6 173 65.5

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5月期第3四半期 56.61 ―
23年5月期第3四半期 41.93 ―

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

24年5月期第3四半期 14,734 9,468 64.3 2,282.73
23年5月期 14,531 9,334 64.2 2,250.28
（参考） 自己資本   24年5月期第3四半期  9,468百万円 23年5月期  9,334百万円

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5月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00
24年5月期 ― 0.00 ―
24年5月期（予想） 23.00 23.00

3.  平成24年5月期の業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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 23,000 5.6 390 1.2 490 2.0 320 45.1 77.14



(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） 

4.  その他

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5月期3Q 4,284,500 株 23年5月期 4,284,500 株
② 期末自己株式数 24年5月期3Q 136,508 株 23年5月期 136,429 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期3Q 4,147,997 株 23年5月期3Q 4,148,071 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きの対象外であります。なお、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は終了しておりません。 

※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及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「業績予想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３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年３月の東日本大震災や福島原発事故により深刻な打撃を受け

ましたが、その後のサプライチェーンの急速な復旧により生産活動は回復しつつありました。しかしながら、長期

化する円高、欧州の債務危機、イラン問題による石油の値上がり及び中国における景気減速懸念等、先行きは不透

明な状況となっております。 

 当管材業界におきましては、製造業の設備投資が依然として低迷していることや、原材料価格の高騰による商品

価格の上昇等により、同業他社間の競争は一層激化し、依然として厳しい市場環境となっております。 

 このような状況のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェアアップ等による営業基盤の拡大を図

り、また人件費抑制やリスク管理の徹底により収益力の向上に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期累計期間における売上高は169億85百万円（前年同期比5.8％増）となりました。利益に

つきましては、売上総利益額の確保と経費削減に努めました結果、営業利益が２億89百万円（前年同期比12.7％

増）、経常利益は３億70百万円（前年同期比13.3％増）となり、四半期純利益は固定資産売却益80百万円の計上が

あったことより２億34百万円（前年同期比35.0％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産は147億34百万円となり、前事業年度末と比べ２億３百万円増加しました。こ

れの主な要因は、たな卸資産が１億16百万円、長期性預金が１億円、投資有価証券が52百万円、建設仮勘定が51百

万円、繰延税金資産が39百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が４億59百万円、現金及び預金が１億29百万

円増加したことによります。 

 負債合計は、52億66百万円となり、前事業年度末と比べ69百万円増加しました。これの主な要因は未払法人税等

が１億63百万円、賞与引当金が60百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が２億79百万円増加したことにより

ます。   

 純資産は94億68百万円となり、前事業年度末と比べ１億34百万円増加しました。これの主な要因は、配当金を95

百万円支払いましたが、四半期純利益を234百万円計上したことによります。以上により、自己資本比率は64.3％

となりました。   

   

（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、現在のところ平成24年１月13日付「平成24年５月期 第２四半期決算短信[日本基準]

（非連結）」にて公表いたしました業績予想を修正せず、据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生

じた場合には、速やかに開示する予定です。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899,954 1,029,839

受取手形及び売掛金 7,465,590 7,924,915

商品 1,467,447 1,351,015

繰延税金資産 83,218 35,022

その他 42,626 20,875

貸倒引当金 △12,860 △46,585

流動資産合計 9,945,976 10,315,082

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 617,543 666,640

土地 2,550,463 2,529,737

建設仮勘定 51,151 －

その他（純額） 44,630 50,210

有形固定資産合計 3,263,788 3,246,588

無形固定資産 13,240 13,178

投資その他の資産   

投資有価証券 972,294 919,391

関係会社株式 23,000 23,000

繰延税金資産 144,864 153,267

その他 202,419 86,150

貸倒引当金 △34,336 △21,851

投資その他の資産合計 1,308,242 1,159,959

固定資産合計 4,585,272 4,419,725

資産合計 14,531,248 14,734,808

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,907,392 4,186,984

未払法人税等 184,144 21,112

賞与引当金 120,338 60,000

その他 154,599 164,816

流動負債合計 4,366,474 4,432,913

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 188,305 165,466

退職給付引当金 496,969 523,278

資産除去債務 12,723 12,897

その他 132,448 131,492

固定負債合計 830,445 833,133

負債合計 5,196,920 5,266,047
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年２月29日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,312,207 1,312,207

資本剰余金 1,315,697 1,315,697

利益剰余金 7,159,605 7,299,033

自己株式 △237,981 △238,117

株主資本合計 9,549,527 9,688,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 156,167 128,470

土地再評価差額金 △371,368 △348,529

評価・換算差額等合計 △215,200 △220,058

純資産合計 9,334,327 9,468,761

負債純資産合計 14,531,248 14,734,808
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 16,053,479 16,985,172

売上原価 14,056,789 14,882,960

売上総利益 1,996,690 2,102,211

販売費及び一般管理費 1,739,571 1,812,380

営業利益 257,118 289,830

営業外収益   

受取利息 1,158 593

受取配当金 19,080 19,598

仕入割引 68,064 72,552

その他 14,842 18,809

営業外収益合計 103,145 111,554

営業外費用   

支払利息 4,079 3,907

売上割引 25,672 26,534

その他 3,468 392

営業外費用合計 33,220 30,835

経常利益 327,043 370,549

特別利益   

固定資産売却益 － 80,274

特別利益合計 － 80,274

特別損失   

固定資産除売却損 116 －

投資有価証券評価損 5,743 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,833 －

特別損失合計 17,693 －

税引前四半期純利益 309,350 450,823

法人税、住民税及び事業税 129,500 140,400

法人税等調整額 5,909 75,590

法人税等合計 135,409 215,990

四半期純利益 173,940 234,833
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該当事項はありません。   

  

 当社は、管工機材の卸業者として、バルブ、継手、冷暖房機器、衛生・給排水機器及びパイプ類の仕入・販売の

単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

（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

（６）重要な後発事象
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