
【表紙】
　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成21年11月13日

【四半期会計期間】 第60期第２四半期（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

【会社名】 株式会社キムラ

【英訳名】 KIMURA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　木村　勇介

【本店の所在の場所】 札幌市東区北六条東二丁目３番１号

【電話番号】 ０１１（７２１）４３１１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役副社長　　猪狩　哲夫

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北六条東二丁目３番１号

【電話番号】 ０１１（７２１）４３１１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役副社長　　猪狩　哲夫

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号）

　

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

 1/23



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２四半期連結
累計期間

第60期
第２四半期連結
累計期間

第59期
第２四半期連結
会計期間

第60期
第２四半期連結
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
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９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） 14,175,03612,793,9957,471,3306,709,85425,342,417

経常利益（千円） 581,192 680,622 259,868 359,209 738,227

四半期（当期）純利益（千円） 365,354 260,531 234,122 133,651 517,290

純資産額（千円） － － 6,538,3606,962,7276,668,571

総資産額（千円） － － 18,159,18816,694,86116,406,297

１株当たり純資産額（円） － － 391.43 411.63 398.96

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
24.61 17.55 15.77 9.01 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（％） － － 32.0 36.6 36.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
507,6691,148,749 － － 1,428,801

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,252,61210,394 － － △1,277,941

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,055,382△1,072,257 － － 233,647

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,093,6041,254,5581,167,671

従業員数（人） － － 416 411 411

（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２四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２四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９月30日現在

従業員数（人） 411（360）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四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）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 149（ 52）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,231,235 75.2

小売事業（千円） 2,470,331 95.0

不動産事業（千円） 29,203 97.1

その他（千円） 60,102 70.5

合計（千円） 4,790,873 84.3

（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,626,517 79.3

小売事業（千円） 3,893,067 98.4

不動産事業（千円） 75,986 109.3

その他（千円） 114,282 85.3

合計（千円） 6,709,854 89.8

（注）１．当第２四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２四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２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気底入れの兆しが見られますが、企業収益が大幅に悪

化している中、在庫調整や設備投資の減少に加え雇用不安を背景に個人消費は未だ回復に至っておらず、経営環境と

しては大変厳しい状況が続いております。

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、２年連続の２桁に及ぶ新設住宅着工戸数の

減少と、住宅リフォーム需要の低迷により大きく影響を受けております。

小売事業では、大型ホームセンターを運営している㈱ジョイフルエーケーにおいて、平日実演会、相談会の開催回数

を増加させたことや社員の商品知識を活かした店頭在庫以外の客注品の積極的受注を行ったことが客数の増加と

なっており、また、全社的な経費の削減活動を行ったことが利益の増加へと繋がっております。

その他の事業においては、建設足場レンタルでの第２ヤード開設に伴う取引口座の新規開拓は順調に進んでおりま

すが、住宅の新築現場及びリフォーム需要の減少により影響を受けております。　

この結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高67億９百万円（前年同四半期比10.2％減）、営業利益

３億82百万円（同33.0％増）、経常利益３億59百万円（同38.2％増）、四半期純利益１億33百万円（同42.9％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大幅な前年比ダウンで推移していることと、今期よりビル用資材の取り扱いを縮小させたこ

となどが売上高の減少に大きく影響を及ぼした結果、売上高26億26百万円（前年同四半期比20.7％減）、営業利

益２億21百万円（同1.9％減）となりました。

②　小売事業

店舗価値の向上を目的として、出張サービスを行うスマイル救急などの顧客サービスの拡大を行ったことがお客

様、特に高齢者に好評であったことや仕入政策の見直しによる利益額の確保及び業務改善による経費削減に努め

た結果、売上高38億93百万円（前年同四半期比1.6％減）、営業利益１億85百万円（同186.7％増）となりました。

③　不動産事業

賃貸資産の効果的な運用により、売上高75百万円（前年同四半期比9.3％増）、営業利益47百万円（同10.6％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１億14百万円（前年同四半期比14.7％減）、営業利益

21百万円（同31.7％減）となりました。

(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（以下「資金」という。）は、当第１四半期連結会計

期間末と比較して１億29百万円増加し、12億54百万円となりました。

当第２四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）

営業活動の結果獲得した資金は４億52百万円（前年同四半期は82百万円の使用）となりました。

これは主にたな卸資産の減少及び仕入債務の増加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12百万円（前年同四半期は15百万円の使用）となりました。

これは主に有形固定資産の取得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）

財務活動の結果使用した資金は３億10百万円（前年同四半期は17百万円の獲得）となりました。

これは主に長期借入金及び短期借入金の返済によるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。
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第３【設備の状況】
    (1）主要な設備の状況

当第２四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２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。　

会社名
事業所名

所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の増
加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

着手 完了

㈱ジョイフルエーケー

帯広店

北海道

帯広市
小売事業 店舗の新設1,750,000－ 借入金

平成22年

１月

平成22年

９月

連結売上高

12％増加

（注）　上記金額には、消費税等は含んでおりません。
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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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11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７月１日～

平成21年９月30日
－ 15,180,000－ 793,350 － 834,500

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

有限会社木村管財 札幌市中央区界川3-2-65 4,374 28.82

キムラ取引先持株会 札幌市東区北６条東2-3-1㈱キムラ内 1,537 10.12

有限会社カネキ 札幌市中央区界川3-2-65 1,014 6.68

株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4-1 734 4.84

木村　勇市 札幌市中央区 714 4.71

木村　勇介 札幌市中央区 653 4.31

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社
東京都中央区晴海1-8-11 455 3.00

株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3-11 386 2.54

木村　リサ 札幌市中央区 250 1.65

木村　建介 北海道恵庭市 244 1.61

計 － 10,365 68.28

　（注）当社は自己株式338,978株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30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978株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年９月30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

　

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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 329 320 320 380 380 360

最低（円） 310 300 313 320 340 346

　（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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,259,116 1,172,122

受取手形及び売掛金 2,119,331 1,375,831

商品 2,330,342 2,509,338

販売用不動産 281,282 298,383

その他 319,557 455,332

貸倒引当金 △18,970 △15,938

流動資産合計 6,290,659 5,795,068

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 4,939,748

※1
 5,139,873

土地 2,567,299 2,578,695

その他（純額） ※1,※2
 1,873,510

※1,※2
 1,873,884

有形固定資産合計 9,380,558 9,592,453

無形固定資産 12,145 13,995

投資その他の資産

その他 1,040,700 1,039,231

貸倒引当金 △29,202 △34,452

投資その他の資産合計 1,011,498 1,004,779

固定資産合計 10,404,201 10,611,228

資産合計 16,694,861 16,406,297

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,088,490 1,297,853

短期借入金 1,364,232 1,559,762

未払法人税等 271,997 93,207

賞与引当金 111,389 84,785

その他 504,102 514,414

流動負債合計 4,340,211 3,550,022

固定負債

長期借入金 4,016,754 4,795,450

退職給付引当金 303,329 311,312

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

その他 708,276 717,378

固定負債合計 5,391,921 6,187,703

負債合計 9,732,133 9,737,725
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,543,074 4,371,592

自己株式 △130,287 △130,083

株主資本合計 6,040,636 5,869,358

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,498 △24,006

繰延ヘッジ損益 △15,901 △16,869

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 68,391 51,915

少数株主持分 853,699 747,297

純資産合計 6,962,727 6,668,571

負債純資産合計 16,694,861 16,406,297
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（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４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 14,175,036 12,793,995

売上原価 11,023,683 9,764,002

売上総利益 3,151,353 3,029,993

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 979,914 920,921

賞与引当金繰入額 123,846 111,389

退職給付費用 21,185 14,905

貸倒引当金繰入額 16,051 3,014

その他 1,414,964 1,253,368

販売費及び一般管理費合計 2,555,962 2,303,598

営業利益 595,390 726,394

営業外収益

受取利息 622 380

仕入割引 43,280 33,769

デリバティブ評価益 15,912 －

その他 26,420 25,368

営業外収益合計 86,235 59,518

営業外費用

支払利息 61,139 61,262

売上割引 27,697 21,574

デリバティブ評価損 － 20,771

その他 11,596 1,681

営業外費用合計 100,433 105,290

経常利益 581,192 680,622

特別損失

固定資産除売却損 8,679 4,765

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 9,931

税金等調整前四半期純利益 414,160 670,690

法人税、住民税及び事業税 74,513 259,287

法人税等調整額 △109,350 44,484

法人税等合計 △34,837 303,772

少数株主利益 83,642 106,386

四半期純利益 365,354 260,531
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 7,471,330 6,709,854

売上原価 5,893,854 5,162,457

売上総利益 1,577,475 1,547,397

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 498,150 467,624

賞与引当金繰入額 61,922 55,199

退職給付費用 14,218 4,661

貸倒引当金繰入額 8,701 167

その他 706,688 636,843

販売費及び一般管理費合計 1,289,681 1,164,496

営業利益 287,794 382,901

営業外収益

受取利息 165 83

仕入割引 24,710 18,455

その他 10,520 16,095

営業外収益合計 35,395 34,634

営業外費用

支払利息 31,989 28,250

売上割引 15,740 12,821

デリバティブ評価損 5,172 16,352

その他 10,418 901

営業外費用合計 63,321 58,326

経常利益 259,868 359,209

特別損失

固定資産除売却損 － 4,164

特別損失合計 － 4,164

税金等調整前四半期純利益 259,868 355,045

法人税、住民税及び事業税 22,995 155,270

法人税等調整額 △13,955 14,107

法人税等合計 9,039 169,378

少数株主利益 16,706 52,015

四半期純利益 234,122 133,651
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９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 414,160 670,690

減価償却費 208,635 205,005

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,578 △7,983

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,266 26,604

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,051 △2,218

受取利息及び受取配当金 △622 △2,587

支払利息 61,139 61,262

デリバティブ評価損益（△は益） △15,912 20,771

固定資産除売却損益（△は益） 8,679 4,765

リース解約損 － 5,166

売上債権の増減額（△は増加） △618,307 △743,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △192,067 196,097

仕入債務の増減額（△は減少） 676,531 790,636

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,208 31,053

その他 35,459 46,779

小計 669,800 1,302,543

利息及び配当金の受取額 619 2,586

利息の支払額 △61,102 △62,613

法人税等の支払額 △101,648 △93,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 507,669 1,148,749

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 △1,249,769 △13,728

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 △3,732 △1,080

貸付金の回収による収入 889 716

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 △1,252,612 10,394

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） 510,000 △300,000

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 △664,648 △674,226

自己株式の取得による支出 △887 △204

配当金の支払額 △89,082 △89,049

リース債務の返済による支出 － △8,778

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,055,382 △1,072,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,439 86,886

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 ※
 1,093,604

※
 1,254,558
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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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第２四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２四半期連結会計期間末の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２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 3,916,765千円 ※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 223,624千円

賃貸用土地 703,226千円

賃貸用建物 364,812千円

賃貸用土地 1,162,131千円

（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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９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９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,097,835

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,231

現金及び現金同等物 1,093,604

　

（平成21年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,259,116

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,558

現金及び現金同等物 1,254,558

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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 3,310,1223,957,80869,499 133,9017,471,330 － 7,471,330

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
152,006 6,769 9,687 － 168,462(168,462) －

計 3,462,1283,964,57679,186 133,9017,639,792(168,462)7,471,330

営業利益 225,385 64,730 42,726 31,655 364,496(76,701)287,794

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９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 2,626,5183,893,06775,987 114,2836,709,855 － 6,709,854

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
151,086 2,195 7,227 － 160,508(160,508) －

計 2,777,6043,895,26283,214 114,2836,870,363(160,508)6,709,854

営業利益 221,023185,607 47,263 21,631 475,524(92,623)382,901

　

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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 6,217,6207,533,636154,169269,61114,175,036 － 14,175,036

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
372,916 8,685 19,374 － 400,975(400,975) －

計 6,590,5367,542,320173,543269,61114,576,011(400,975)14,175,036

営業利益 414,617159,786 96,329 70,364 741,095(145,705)595,390

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９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 4,940,3067,483,621148,252221,81612,793,995 － 12,793,995

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
323,958 3,873 14,454 － 342,285(342,285) －

計 5,264,2647,487,494162,706221,81613,136,280(342,285)12,793,995

営業利益 367,135394,934101,136 46,664 909,869(183,475)726,394
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　（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

３．会計処理の方法の変更

前第２四半期連結累計期間　

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

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」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間

の営業利益は、卸売事業で6,166千円、小売事業で50,839千円それぞれ減少しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20

年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年７月１日　至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20

年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９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２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

デリバティブ取引の当第２四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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 411.63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

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 24.61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。

１株当たり四半期純利益金額 17.55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。

　（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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 365,354 260,531

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） 365,354 260,531

期中平均株式数（株） 14,845,525 14,841,381

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 15.77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。

１株当たり四半期純利益金額 9.01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。

　（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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 234,122 133,651

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） 234,122 133,651

期中平均株式数（株） 14,844,627 14,841,280

（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。

　

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

20/23



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11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 柴口　幹男　　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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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。

　

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

22/23



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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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