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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第59期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第59期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 6,703,7066,084,14025,342,417

経常利益（千円） 321,323 321,414 738,227

四半期（当期）純利益（千円） 131,232 126,880 517,290

純資産額（千円） 6,316,5126,778,4126,668,571

総資産額（千円） 18,536,05916,882,15216,406,297

１株当たり純資産額（円） 377.57 402.71 398.96

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 8.84 8.55 34.85

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） 30.2 35.4 36.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
590,337 696,4791,428,801

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,236,67622,603△1,277,941

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,037,471△761,268 233,647

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,174,2971,125,4861,167,671

従業員数（人） 424 421 411

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 421（386） 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

２．臨時雇用者数が当第１四半期連結会計期間において40名増加しましたのは、小売事業における季節要因によ

るものであります。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 149（ 57）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 1,942,308 71.2

小売事業（千円） 2,739,438 95.2

不動産事業（千円） 19,294 87.5

その他（千円） 56,160 86.9

合計（千円） 4,757,201 83.6

（注）１．上記の商品仕入実績は、セグメント間の取引高を消去した金額となっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,313,788 79.6

小売事業（千円） 3,590,554 100.4

不動産事業（千円） 72,265 85.3

その他（千円） 107,533 79.2

合計（千円） 6,084,140 90.8

（注）１．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％

以上に該当する販売先がないため省略しております。

２．上記の販売実績は、セグメント間の取引高を消去した金額となっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(１) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界経済の減速により企業収益は

大幅に悪化し、日本の景気は深刻な後退局面が続く厳しい状況となっており、また、消費者の生活防衛意識の一層の高

まりを背景に個人消費の減退も続いております。

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昨年後半から続いている新設住宅着工戸数の

減少傾向に歯止めがかからず依然として低水準で推移している中、商品価格が低下の傾向をみせており、販売店にお

いても様子見からの買い控えや、企業間競争の激化など経営環境は厳しさを増す状況が続いております。

小売事業においても、景気後退に伴う消費マインドの低下により苦戦を強いられておりますが、大型ホームセン

ターを経営する㈱ジョイフルエーケーにおいては多彩な企画や催事の継続的な開催や常に変化させる売場造りなど

により販売を強化するとともに、収益の確保を図るべく、コスト削減等の施策を推進してまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高60億84百万円（前年同期比9.2％減）、営業利益

３億43百万円（同11.7％増）、経常利益３億21百万円（同0.0％増）、四半期純利益につきましては、１億26百万円

（同3.3％減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　卸売事業

新設住宅着工戸数が昨年に引続き低調に推移する中、長期優良住宅促進法や住宅瑕疵担保履行法等に関するセミ

ナー開催や情報の提供など将来に向けた取引先との連携強化のための提案営業を継続しておりますが、大幅な住

宅着工戸減少の影響を受けた結果、売上高23億13百万円（前年同期比20.4％減）、営業利益１億46百万円（同

22.8％減）となりました。

②　小売事業

景気の低迷が続く中、商品価格の落着きによる利益率の改善や一般管理費等の積極的な圧縮対策を全社的に行っ

た結果、売上高35億90百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益２億９百万円（同120.2％増）となりました。

③　不動産事業

賃貸資産の運用により、売上高72百万円（前年同期比14.7％減）、営業利益53百万円（同0.5％増）となりまし

た。

④　その他の事業

建設足場のレンタルが主な事業でありますが、新設住宅着工戸数の減少やリフォーム需要の低迷など厳しい市場

環境の中、同業他社との競争激化などの影響により、売上高１億７百万円（前年同期比20.8％減）、営業利益25百

万円（同35.3％減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第１四半期連結会計期

間に比べ48百万円減少し、11億25百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果による資金は、税金等調整前四半期純利益の増加等があったことにより前第１四半期連結会計期

間に比べて１億６百万円増加して６億96百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果による資金は、有形固定資産の取得があった前第１四半期連結会計期間と比べて12億59百万円増

加して22百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果による資金は、長期借入金及び短期借入金の返済等により７億61百万円の減少となり、13億円の

長期借入金による資金の増加があった前第１四半期連結会計期間と比べて17億98百万円の減少となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループを取り巻く環境は、卸売事業においては、景気の低迷に伴う個人の住宅取得意欲の減退から新設住

宅着工戸数が減少しており、今後、少子高齢化と人口の減少が続いた場合には、住宅産業の市場規模が縮小する可能

性があります。　

　小売事業においては、将来の生活不安と所得の減少などによる個人消費の低迷が続く中で、異業種の参入や同業他

社の出店により競争が激化した場合には、当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

(6) 経営戦略の現状と見通し

卸売事業においては、取引先に信頼され、お役に立てるキムラを目指して、多様化する顧客ニーズに迅速に対応で

きる商品力の強化と提案営業に努めてまいります。小売事業においては、他社に勝る品揃えとサービスの充実をは

かり、顧客満足度をさらにアップさせる売場づくりを行ってまいります。　

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　資金需要

設備投資、借入金の返済及び利息の支払いや配当及び法人税等の支払いに資金を充当しております。　

②　資金の源泉

主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入れにより資金を調達しております。　

③　キャッシュ・フロー

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、４「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析」の(2)キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

④　借入金及びリース債務

当第１四半期連結会計期間の有利子負債は前連結会計年度末比６億59百万円減少し、57億36百万円であります。

このうち金融機関からの短期借入金（一年以内返済予定の長期借入金を含む）は14億12百万円、長期借入金は42

億74百万円、リース債務は48百万円であります。　

(8) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、顧客満足度の高い高品質な商品の開発とサービスの提供により取引先のお役に立てる

ことが、今後に続くであろう厳しい経営環境の中での重要な経営課題であると考えております。今後とも積極的な

商品開発及び店舗開発を進めることにより企業価値の拡大を目指してまいります。　

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

 6/21



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,400,000

計 50,400,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 15,180,000 15,180,000ジャスダック証券取引所
単元株式数

1,000株

計 15,180,000 15,180,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日
－ 15,180,000－ 793,350 － 834,500

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －　

議決権制限株式（その他） － － －　

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　  338,000
－ －　

完全議決権株式（その他） 普通株式　 14,761,000 14,761 －　

単元未満株式（注） 普通株式　　 　81,000 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 　　　　　 15,180,000 － －

総株主の議決権 － 14,761 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式378株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社　キムラ

札幌市東区北六条東二丁

目３番１号
338,000－ 338,000 2.22

計 － 338,000－ 338,000 2.22

　（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は338,678株であります。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月

最高（円） 329 320 320

最低（円） 310 300 313

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,130,044 1,172,122

受取手形及び売掛金 1,944,211 1,375,831

商品 2,670,489 2,509,338

販売用不動産 292,888 298,383

その他 350,687 455,332

貸倒引当金 △17,697 △15,938

流動資産合計 6,370,624 5,795,068

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 5,021,025

※1
 5,139,873

土地 2,567,299 2,578,695

その他（純額） ※1,※2
 1,886,343

※1,※2
 1,873,884

有形固定資産合計 9,474,668 9,592,453

無形固定資産 13,070 13,995

投資その他の資産

その他 1,059,329 1,039,231

貸倒引当金 △35,539 △34,452

投資その他の資産合計 1,023,790 1,004,779

固定資産合計 10,511,528 10,611,228

資産合計 16,882,152 16,406,297

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,274,262 1,297,853

短期借入金 1,412,697 1,559,762

未払法人税等 111,664 93,207

賞与引当金 102,975 84,785

その他 542,393 514,414

流動負債合計 4,443,992 3,550,022

固定負債

長期借入金 4,274,752 4,795,450

退職給付引当金 302,349 311,312

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

その他 719,083 717,378

固定負債合計 5,659,747 6,187,703

負債合計 10,103,739 9,737,725
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３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 4,409,422 4,371,592

自己株式 △130,179 △130,083

株主資本合計 5,907,093 5,869,358

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,795 △24,006

繰延ヘッジ損益 △15,380 △16,869

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 69,615 51,915

少数株主持分 801,704 747,297

純資産合計 6,778,412 6,668,571

負債純資産合計 16,882,152 16,406,297
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（２）【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20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 6,703,706 6,084,140

売上原価 5,129,829 4,601,544

売上総利益 1,573,877 1,482,595

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 481,763 453,296

賞与引当金繰入額 61,924 56,190

退職給付費用 6,967 10,244

貸倒引当金繰入額 7,350 2,846

その他 708,275 616,524

販売費及び一般管理費合計 1,266,281 1,139,102

営業利益 307,595 343,493

営業外収益

受取利息 456 296

仕入割引 18,570 15,314

デリバティブ評価益 21,084 －

その他 15,900 9,272

営業外収益合計 56,012 24,884

営業外費用

支払利息 29,150 33,011

売上割引 11,956 8,753

デリバティブ評価損 － 4,418

その他 1,177 778

営業外費用合計 42,285 46,963

経常利益 321,323 321,414

特別損失

固定資産除売却損 8,679 601

リース解約損 － 5,166

販売用不動産評価損 158,351 －

特別損失合計 167,031 5,768

税金等調整前四半期純利益 154,291 315,645

法人税、住民税及び事業税 51,518 104,017

法人税等調整額 △95,394 30,377

法人税等合計 △43,876 134,394

少数株主利益 66,936 54,370

四半期純利益 131,232 126,880
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30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 154,291 315,645

減価償却費 99,298 102,462

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,076 △8,962

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,924 18,190

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,350 2,846

受取利息及び受取配当金 △456 △296

支払利息 29,150 33,011

デリバティブ評価損益（△は益） △21,084 4,418

有形固定資産除売却損益（△は益） 8,679 461

リース解約損 － 5,166

売上債権の増減額（△は増加） △558,538 △568,380

たな卸資産の増減額（△は増加） △419,714 △155,656

仕入債務の増減額（△は減少） 1,278,882 976,409

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,673 1,528

その他 197,808 87,964

小計 728,839 814,807

利息及び配当金の受取額 455 296

利息の支払額 △29,716 △34,403

法人税等の支払額 △109,242 △84,219

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,337 696,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △106

有形固定資産の取得による支出 △1,235,513 △1,916

有形固定資産の売却による収入 － 24,828

投資有価証券の取得による支出 △1,398 △358

貸付金の回収による収入 235 391

出資金の払込による支出 － △235

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,236,676 22,603

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） 160,000 △280,000

長期借入れによる収入 1,300,000 －

長期借入金の返済による支出 △333,204 △387,763

自己株式の取得による支出 △242 △96

配当金の支払額 △89,082 △89,049

リース債務の返済による支出 － △4,359

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,037,471 △761,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 391,132 △42,184

現金及び現金同等物の期首残高 783,164 1,167,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,174,297

※
 1,125,486
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【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】

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したも

のと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において算定した

貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。

２．棚卸資産の評価方法 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、

前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方

法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法

によっております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,831,437千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,796,703千円

※２　担保資産

担保に供されている資産で、事業の運営において重

要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べ

て著しい変動が認められるものは、次のとおりであ

ります。

※２　担保資産

 

賃貸用建物

賃貸用土地　　

226,981　　　

703,226

千円

千円　

賃貸用建物

賃貸用土地　

364,812　

1,162,131

千円

千円　

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,178,527

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,230

現金及び現金同等物 1,174,297

 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,130,044

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,557

現金及び現金同等物 1,125,486

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　15,180千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　 338千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 89,049　　 6 平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 卸売事業 小売事業 不動産事業 その他 計 消去又は全社 連結

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高        
(1）外部顧客に対する売上高 2,907,4983,575,82884,670 135,7106,703,706 － 6,703,706

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
220,910 1,916 9,687 － 232,513(232,513) －

計 3,128,4083,577,74494,357 135,7106,936,219(232,513)6,703,706

営業利益 189,232 95,056 53,603 38,709 376,599(69,004)307,595

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 卸売事業 小売事業 不動産事業 その他 計 消去又は全社 連結

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高        
(1）外部顧客に対する売上高 2,313,7883,590,55472,265 107,5336,084,140 － 6,084,140

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
172,872 1,678 7,227 － 181,777(181,777) －

計 2,486,6603,592,23279,492 107,5336,265,917(181,777)6,084,140

営業利益 146,112209,327 53,873 25,033 434,345(90,852)343,493

　（注）１．事業区分の方法

商品及び市場の類似性を考慮して事業区分を行っております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

卸売事業
住宅金物、住宅資材、住宅機器、エクステリア、機械工具、仮設資材、ビル用

サッシ　等

小売事業
ホームセンター

ＤＩＹ用品、家庭用品、ペット用品、レジャー用品、建築資材、園芸用品、イン

テリア、農業用資材　等

建築資材専門店 電動工具、建築金物、大工道具、塗料　等

不動産事業 マンション分譲、不動産賃貸及び販売
その他 足場レンタル　等

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため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21年４月１日　至平成21年６月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高がないため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21年４月１日　至平成21年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

その他有価証券で時価のあるものが、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がないため記載しておりませ

ん。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

デリバティブ取引の当第１四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がな

いため記載しておりません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 402.71円 １株当たり純資産額 398.96円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 8.84円 １株当たり四半期純利益金額 8.55円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純利益（千円） 131,232 126,880

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 131,232 126,880

期中平均株式数（株） 14,846,441 14,841,484

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月14日

株式会社キムラ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大森　茂伸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 板垣　博靖　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キムラの平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キムラ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

会計処理基準に関する事項の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」を適用している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月13日

株式会社キムラ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴口　幹男　　印

 　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 篠河　清彦　　印　

 　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大森　茂伸　　印　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キムラの平

成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キムラ及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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