
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 キムラ 上場取引所 大 
コード番号 7461 URL http://www.kimuranet.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村 勇介
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 新榮 功明 TEL 011-721-4311
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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1四半期 6,597 8.4 355 1.2 348 4.0 148 12.1
23年3月期第1四半期 6,086 0.0 351 2.3 335 4.3 132 4.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 181百万円 （33.8％） 23年3月期第1四半期 135百万円 （―％）

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1四半期 9.99 ―
23年3月期第1四半期 8.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 18,677 7,542 35.0
23年3月期 18,413 7,480 35.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,541百万円 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、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) 14,200 5.5 740 3.1 710 3.4 300 0.5 20.22
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）  ：  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 

(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きの対象外ですが、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きを実施しております。 

※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」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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3月期1Q 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1Q 341,350 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1Q 14,838,828 株 23年3月期1Q 14,839,659 株
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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１四半期連結累計期間における経済活動は、３月に発生した「東日本大震災」による津波
　被害と、同時に発生した原発事故等の影響による生産の停止や物流の混乱により、商品の供給が
　停滞しておりましたが、５月の連休明けころからはそれらの状況も改善されつつあります。
　　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年度当初は震災の影響を
　懸念しておりましたが、昨年からの住宅に対する投資意欲が大きく減退することもなく、また、
　復興需要も前倒しで発生したことにより、業績は堅調に推移しております。
　　小売事業においては、景気回復の遅れや震災発生に伴う消費マインドの低下により苦戦が続い
　ており、また、昨年と同じく春先の低温の影響により、草花などのガーデン用品を中心とした外
　回り関連商材の動きが遅れる状況で推移しております。利益面においては、商品部と販売促進部
　の連携効果による利益率の改善が図られております。
　　これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高６５億９７百万円（前年同
　期比８．４％増）、営業利益３億５５百万円（同１．２％増）、経常利益３億４８百万円（同４
　．０％増）、四半期純利益１億４８百万円（同１２．１％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）

　　　　震災の影響による商品の供給遅延はありましたが、新設住宅着工やリフォーム工事が概ね
　　　順調に推移しており、全社プロジェクトとして取り組んでいる換気、塗り壁を中心とした今
　　　期の重点取組み商品の取引先への浸透が順調に進んだ結果、売上高２４億７百万円（前年同
　　　期比３．０％減）、営業利益２億７百万円（同１１．７％増）となりました。

　　（小売事業）

　　　　景気の本格的回復が見られない中、春先の天候不順の影響はありましたが、お客様に喜ば
　　　れる、魅力ある売場造りを積極的に進めたことなどによる来店客数の増加や、昨年７月にオ
　　　－プンしたジョイフルエーケー帯広店の出店効果により、売上高３９億６５百万円（前年同
　　　期比１６．８％増）、営業利益１億６２百万円（同４．７％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９７百万円（前年同期比７．２％増）、営業利益５３百万
　　　円（同９．０％増）となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　足場職人に対する安心・安全及びマナー教育の徹底による取引先からの信頼が増し、また、
　　　新築需要は昨年並みでしたが、リフォーム需要が増加したことにより、獲得した施工現場数
　　　が過去最高となったことから、保有する資材をフル稼働することが出来た結果、売上高１億
　　　２７百万円（前年同期比８．４％増）、営業利益２５百万円（同１５．０％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１四半期連結会計期間末における資産合計は１８６億７７百万円となり、前連結会計年
　　度末に比べて２億６３百万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１四半期連結会計期間末における負債合計は１１１億３４百万円となり、前連結会計年

　　　　度末に比べて２億円増加しております。これは主に、短期借入金の減少はありましたが、仕入
　　債務が８億６７百万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は７５億４２百万円となり、前連結会計年度末
　　に比べて６２百万円増加しております。１株当たりの純資産は４４０円８４銭となり、前連結
　　会計年度末と比較して１円５２銭増加しております。
　　なお、自己資本比率は３５．０％となっており、前連結会計年度末と比較して０．４ポイント
　　低下しております。

　(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５月９日付「平成２３年３月期決算短信」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。
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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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,420,023 1,749,621

受取手形及び売掛金 1,484,570 2,044,764

商品 2,342,305 2,803,566

販売用不動産 232,760 203,897

その他 283,126 287,236

貸倒引当金 △13,744 △17,935

流動資産合計 6,749,042 7,071,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,752,058 5,682,858

土地 2,567,299 2,567,299

その他（純額） 2,057,319 2,053,014

有形固定資産合計 10,376,676 10,303,173

無形固定資産 10,786 10,666

投資その他の資産   

その他 1,316,977 1,328,423

貸倒引当金 △39,880 △36,329

投資その他の資産合計 1,277,096 1,292,093

固定資産合計 11,664,560 11,605,933

資産合計 18,413,602 18,677,084

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,637,792 2,505,401

短期借入金 2,265,163 1,738,583

未払法人税等 215,152 151,847

賞与引当金 98,440 119,777

その他 627,378 629,509

流動負債合計 4,843,926 5,145,118

固定負債   

長期借入金 4,393,919 4,337,500

退職給付引当金 274,533 274,675

役員退職慰労引当金 363,562 326,985

資産除去債務 215,610 216,677

その他 841,865 833,310

固定負債合計 6,089,489 5,989,148

負債合計 10,933,416 11,134,266
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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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 4,960,398

自己株式 △130,954 △131,042

株主資本合計 6,427,717 6,457,206

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 △2,826

繰延ヘッジ損益 △6,200 △5,640

土地再評価差額金 92,790 92,790

その他の包括利益累計額合計 91,399 84,323

少数株主持分 961,069 1,001,287

純資産合計 7,480,186 7,542,817

負債純資産合計 18,413,602 18,677,084
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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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,086,960 6,597,616

売上原価 4,581,339 4,931,912

売上総利益 1,505,621 1,665,703

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 455,179 505,224

賞与引当金繰入額 55,231 67,337

退職給付費用 9,262 7,069

貸倒引当金繰入額 7,866 4,033

その他 626,650 726,232

販売費及び一般管理費合計 1,154,188 1,309,897

営業利益 351,432 355,806

営業外収益   

受取利息 288 274

仕入割引 16,734 18,108

デリバティブ評価益 － 903

その他 9,535 14,283

営業外収益合計 26,557 33,569

営業外費用   

支払利息 25,150 26,611

売上割引 10,786 13,576

デリバティブ評価損 6,133 －

その他 665 471

営業外費用合計 42,735 40,659

経常利益 335,254 348,716

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 －

特別損失合計 102,572 4,355

税金等調整前四半期純利益 232,682 344,361

法人税、住民税及び事業税 130,082 144,046

法人税等調整額 △42,488 12,329

法人税等合計 87,593 156,375

少数株主損益調整前四半期純利益 145,088 187,985

少数株主利益 12,784 39,697

四半期純利益 132,304 148,288
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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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 145,088 187,985

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,305 △7,652

繰延ヘッジ損益 779 1,097

その他の包括利益合計 △9,525 △6,554

四半期包括利益 135,562 181,430

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 122,731 141,212

少数株主に係る四半期包括利益 12,831 40,218
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（３）　継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

（４）セグメント情報等

　前第１四半期連結累計期間（自平成22年4月1日　至平成22年6月30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 2,483,206 3,395,547 90,688 117,519 6,086,960

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 2,637,762 3,396,817 97,915 117,519 6,250,013

セグメント利益 185,515 155,068 49,537 22,325 412,444

　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  412,444

セグメント間取引消去  △1,391

全社費用（注） △59,620

四半期連結損益計算書の営業利益  351,432

（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１四半期連結累計期間（自平成23年4月1日　至平成23年6月30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 2,407,622 3,965,407 97,231 127,356 6,597,616

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高

　　計 2,595,527 3,967,875 103,429 127,356 6,794,187

セグメント利益 207,312 162,413 53,994 25,667 449,386

　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  449,386

セグメント間取引消去  △1,854

全社費用（注） △91,724

四半期連結損益計算書の営業利益  355,806

（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。

利益 金額

187,905 2,468 6,198

－ 163,053

合計

小売事業 不動産事業 合計

金額

196,571－

小売事業 不動産事業

1,270 7,227

卸売事業

利益

卸売事業

154,556
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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。

 (５) 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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