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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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3月期第3四半期 21,667 4.9 1,217 18.2 1,167 18.7 471 8.8
23年3月期第3四半期 20,652 8.2 1,029 △8.5 983 △8.1 433 3.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 629百万円 （25.3％） 23年3月期第3四半期 501百万円 （―％）

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3月期第3四半期 31.81 ―
23年3月期第3四半期 29.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 18,927 7,990 36.4
23年3月期 18,413 7,480 35.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,889百万円 23年3月期  6,519百万円

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3月期 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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 27,110 4.1 1,170 28.6 1,110 30.7 470 27.6 31.67



(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  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「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」をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載し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異なる結果となる可能性があります。業績予想のご利用に当っての注意事項等につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ
「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） (株)グッドー 

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3月期3Q 15,180,000 株 23年3月期 15,180,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 341,949 株 23年3月期 341,050 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 14,838,415 株 23年3月期3Q 14,839,573 株



　　１． 当四半期決算に関する定性的情報  2

(1) 連結経営成績に関する定性的情報  2

(2) 連結財政状態に関する定性的情報  3

(3) 連結業績予想に関する定性的情報  3

　　２． サマリー情報（その他）に関する事項  3

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動　・・・・・  3

　　３． 四半期連結財務諸表　・・・  4

(1) 四半期連結貸借対照表  4

(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 ・・・・・ 6

　四半期連結損益計算書

　　第３四半期連結累計期間  6

　四半期連結包括利益計算書

　　第３四半期連結累計期間  7

(3) 継続企業の前提に関する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

(4) セグメント情報等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・・・・・・・ 9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　［　添付資料の目次　］

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

㈱キムラ（７４６１）　平成２４年３月期第３四半期決算短信

- 1 -



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

　　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年３月に発生した東日本大震災の影響に
　より依然として厳しい経済環境の中、サプライチェーンの生産活動の回復に伴い緩やかながらも
　持ち直しの動きが続いております。しかし一方では、電力供給の制約、急激な円高の進行、海外
　経済及び財政の減速・停滞の影響等により、下振れするリスクも存在しております。
　　このような状況における当社グループの業績は、卸売事業においては住宅エコポイントの終了
　に伴う駆け込み需要などにより前年度を上回る状況で推移しておりましたが、年度の中盤からは
　伸び悩みの状況となってきております。しかしながら、１１月には、終了していた住宅エコポイ
　ントとフラット３５Ｓの金利引下げ幅が内容を変更して再開されたことで再度の住宅着工の持ち
　直しが期待されております。
　　小売事業においては、景気回復の遅れに伴う消費マインドの低下と同業他社との競争激化は続
　いておりますが、見易い・取り易い・買い易いなど、お客様目線による売場の改装により、取扱
　商品を拡大した大型機械やＬＥＤ照明関連商材の売上が伸びてきております。
　　これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高２１６億６７百万円（前年
　同期比４．９％増）、営業利益１２億１７百万円（同１８．２％増）、経常利益１１億６７百万
　円（同１８．７％増）、四半期純利益４億７１百万円（同８．８％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

 　 （卸売事業）

　　　　新設住宅着工戸数の伸びが９月頃から鈍化しておりましたが、住宅エコポイントなどの住
　　　宅政策の再開や、床暖｢ユカポ｣や内装塗壁材｢AＺウォール｣などの新商品の開発を進めてきた
　　　結果、売上高７９億７７百万円（前年同期比１．６％減）、営業利益７億２５百万円（同４．
　　　０％増）となりました。

　　（小売事業）

　　　　東日本大震災の影響による一部商品の供給遅延はありましたが、積極的な売場改装により
　　　顧客の利便性の向上に努めてきたことや、販売促進部、ペット・ガーデンセンターの設置な
　　　ど販売戦略の集約化による管理効率の向上を図ってきたこと、また、帯広店が通年営業とな
　　　っていることなどから、売上高１３０億５百万円（前年同期比９．１％増）、営業利益５億
　　　２８百万円（同４５．０％増）となりました。

　　（不動産事業）

　　　　賃貸資産の運用により、売上高２億４２百万円（前年同期比６．１％減）、営業利益１億
　　　５２百万円（同０．４％増）となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　新設住宅着工戸数が回復基調で推移しており、さらに、リフォーム需要も堅調となってい
　　　ることから、計画通りの業績を達成することが出来ております。また、業容拡大を目的とし
　　　ての足場資材の新規追加購入と既存資材の更新を進めてきた結果、売上高４億４１百万円（
　　　前年同期比２１．９％増）、営業利益５６百万円（同２４．６％増）となりました。
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　(2) 連結財政状態に関する定性的情報

　　（資産）
　　　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は１８９億２７百万円となり、前連結会計年
　　度末に比べて５億１３百万円の増加となりました。これは主に、売上債権及び棚卸資産が増加
　　したことによるものであります。
　　（負債）
　　　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は１０９億３６百万円となり、前連結会計年

　　　　度末に比べて３百万円増加しております。これは主に、借入金の減少はありましたが、仕入債
　　務が７億３６百万円増加したことによるものであります。
　　（純資産）
　　　当第３四半期連結会計期間末における純資産は７９億９０百万円となり、前連結会計年度末
　　に比べて５億１０百万円増加しております。１株当たりの純資産は４６４円３２銭となり、前
　　連結会計年度末と比較して２５円増加しております。
　　なお、自己資本比率は３６．４％となっており、前連結会計年度末と比較して１．０ポイント
　　増加しております。

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報

　　現時点において、平成２３年１０月２８日付「平成２４年３月期第２四半期決算短信」におい
　て発表しております連結業績予想に変更はありません。
　　当社グループの今後の状況を勘案し、当該連結業績予想に修正がある場合には速やかに開示し
　てまいります。

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

　    第２四半期連結会計期間において、子会社㈱グッドーは当社に吸収合併したため、連結の
　　範囲から除外しております。
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２．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,420,023 2,604,747

受取手形及び売掛金 1,484,570 2,013,982

商品 2,342,305 2,501,409

販売用不動産 232,760 197,954

その他 283,126 325,952

貸倒引当金 △13,744 △18,851

流動資産合計 6,749,042 7,625,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,752,058 5,377,032

土地 2,567,299 2,405,789

その他（純額） 2,057,319 2,257,033

有形固定資産合計 10,376,676 10,039,855

無形固定資産 10,786 10,844

投資その他の資産   

その他 1,316,977 1,278,070

貸倒引当金 △39,880 △26,835

投資その他の資産合計 1,277,096 1,251,235

固定資産合計 11,664,560 11,301,935

資産合計 18,413,602 18,927,132

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,637,792 2,373,814

短期借入金 2,265,163 2,229,418

未払法人税等 215,152 350,776

賞与引当金 98,440 109,523

その他 627,378 672,234

流動負債合計 4,843,926 5,735,767

固定負債   

長期借入金 4,393,919 3,647,500

退職給付引当金 274,533 253,416

役員退職慰労引当金 363,562 326,985

資産除去債務 215,610 218,876

その他 841,865 754,331

固定負債合計 6,089,489 5,201,109

負債合計 10,933,416 10,936,877
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,350 793,350

資本剰余金 834,500 834,500

利益剰余金 4,930,821 5,284,109

自己株式 △130,954 △131,239

株主資本合計 6,427,717 6,780,719

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,808 △13,189

繰延ヘッジ損益 △6,200 △4,804

土地再評価差額金 92,790 126,906

その他の包括利益累計額合計 91,399 108,912

少数株主持分 961,069 1,100,622

純資産合計 7,480,186 7,990,254

負債純資産合計 18,413,602 18,927,132
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 20,652,254 21,667,193

売上原価 15,704,341 16,456,369

売上総利益 4,947,912 5,210,823

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,591,213 1,613,115

賞与引当金繰入額 93,273 109,523

退職給付費用 35,174 16,780

貸倒引当金繰入額 9,042 3,086

その他 2,189,572 2,251,021

販売費及び一般管理費合計 3,918,276 3,993,526

営業利益 1,029,636 1,217,296

営業外収益   

受取利息 537 543

仕入割引 58,528 61,260

その他 39,540 27,122

営業外収益合計 98,606 88,926

営業外費用   

支払利息 81,549 77,525

売上割引 42,111 49,923

デリバティブ評価損 14,483 1,376

その他 6,743 10,393

営業外費用合計 144,887 139,219

経常利益 983,355 1,167,003

特別損失   

固定資産除売却損 2,088 4,355

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 100,484 －

子会社株式売却損 － 12,671

特別損失合計 102,572 17,027

税金等調整前四半期純利益 880,783 1,149,976

法人税、住民税及び事業税 458,652 545,550

法人税等調整額 △85,103 △5,893

法人税等合計 373,548 539,657

少数株主損益調整前四半期純利益 507,234 610,318

少数株主利益 73,521 138,319

四半期純利益 433,713 471,999
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 507,234 610,318

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,013 △18,106

繰延ヘッジ損益 1,699 2,737

土地再評価差額金 － 34,116

その他の包括利益合計 △5,313 18,746

四半期包括利益 501,921 629,065

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 428,336 489,512

少数株主に係る四半期包括利益 73,584 139,552
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(４) 継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。

(５) セグメント情報

　 前第３四半期連結累計期間（自平成22年4月1日　至平成22年12月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　　　（単位：千円）
足場レンタル

事業

売上高
　　外部顧客への売上高 8,109,427 11,922,652 258,098 362,075 20,652,254

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 8,684,426 11,931,476 277,279 362,075 21,255,259

セグメント利益 697,725 364,651 151,835 45,257 1,259,470

　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額
　　　及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　   　　（単位：千円）

報告セグメント計  1,259,470
セグメント間取引消去    △8,767
全社費用（注）  △221,066
四半期連結損益計算書の営業利益  1,029,636
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　  　　該当事項はありません。

　 当第３四半期連結累計期間（自平成23年4月1日　至平成23年12月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　　　（単位：千円）

足場レンタル

事業

売上高
　　外部顧客への売上高 7,977,572 13,005,808 242,418 441,392 21,667,193

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 8,508,201 13,013,046 261,088 441,392 22,223,729

セグメント利益 725,312 528,725 152,481 56,394 1,462,913

　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額
　　　及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　   　　（単位：千円）

報告セグメント計  1,462,913
セグメント間取引消去    △4,391
全社費用（注）  △241,225
四半期連結損益計算書の営業利益  1,217,296
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

－ 603,005

合計

利益 金額

卸売事業 小売事業 不動産事業

574,999 8,824 19,181

卸売事業 小売事業 不動産事業

利益 金額

合計

530,628 7,237 18,670 － 556,536
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  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    　　該当事項はありません。

(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。
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