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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３四半期連結
累計期間

第60期
第３四半期連結
累計期間

第59期
第３四半期連結
会計期間

第60期
第３四半期連結
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 20,799,38119,095,0956,624,3446,301,10025,342,417

経常利益（千円） 838,3171,069,477254,364 388,197 738,227

四半期（当期）純利益（千円） 482,887 417,365 117,532 156,833 517,290

純資産額（千円） － － 6,682,2347,172,8516,668,571

総資産額（千円） － － 17,920,39916,841,33016,406,297

１株当たり純資産額（円） － － 398.56 422.11 398.96

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
32.53 28.12 7.92 10.57 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（％） － － 33.0 37.2 36.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,174,2211,756,567 － － 1,428,801

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,255,506 △4 － － △1,277,941

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
880,565△1,239,721 － － 233,647

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,582,4451,684,5131,167,671

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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 411（348）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四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12月31日現在

従業員数（人） 148（ 50）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
　　至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,179,991 87.8

小売事業（千円） 2,601,264 108.4

不動産事業（千円） 21,191 92.7

その他の事業（千円） 65,568 125.1

合計（千円） 4,868,015 98.2

（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
　　至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,523,589 88.5

小売事業（千円） 3,595,763 99.9

不動産事業（千円） 74,162 106.4

その他の事業（千円） 107,584 104.2

合計（千円） 6,301,100 95.1

（注）１．当第３四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３四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３四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。

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

 4/24



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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の減速、急激な円高の進行等を背景とした企業業

績の悪化や個人消費の冷え込みが続き、一部ではデフレ傾向が見られるなど先行きが全く見えな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、卸売事業では、住宅取得減税の拡大、長期優良住宅減税の創設など

の需要拡大政策はあったものの、雇用・所得環境の低迷などにより住宅投資が依然として低調に推移しており、当社

業績もその影響を大きく受けております。

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は、店舗価値（顧客支持）の拡

大を目的として「宅配事業」や「スマイル救急」などの出張サービスの充実、また、実演会・相談会の平日開催の拡

大などが来店客数の増加へと繋がっております。

その他の事業における建設足場レンタルでは営業人員体制を強化し、営業エリアの拡大戦略を積極的に進めてお

り、徐々にではありますがその効果が見られてきております。

この結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高63億１百万円（前年同四半期比4.9％減）、営業利益

３億97百万円（同29.0％増）、経常利益３億88百万円（同52.6％増）、四半期純利益１億56百万円（同33.4％増）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、長期優良住宅減税創設などの需要拡大政策はあったもの

の、昨年にも増した新設住宅着工減少の影響を受けた結果、売上高25億23百万円（前年同四半期比11.5％減）、営

業利益１億99百万円（同20.1％増）となりました。

②　小売事業

来店客数の前年同期比2.2％の増加や一般管理費等の積極的な圧縮対策を継続的に実施してきた結果、売上高35

億95百万円（前年同四半期比0.1％減）、営業利益１億91百万円（同33.9％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74百万円（前年同四半期比6.4％増）、営業利益53百万円（同0.2％減）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、営業人員体制の強化による市場拡大の効果などにより、売上高１億７百万円（前年同四半期比4.2％

増）、営業利益８百万円（同140.5％増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四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、第２四半期連結会計期

間末と比較して４億29百万円増加して16億84百万円となりました。

当第３四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６億７百万円（前年同四半期は６億66百万円の獲得）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益の増加及び売上債権の減少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10百万円（前年同四半期は２百万円の使用）となりました。これは主に、当社及

び子会社における設備等の更新による支出があったこと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１億67百万円（前年同四半期は１億74百万円の使用）となりました。これは主

に、長期借入金の返済を行ったことによるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12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10月１日～

平成21年12月31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３四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３四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９月30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

　（注）当第３四半期会計期間末の自己株式数は339,870株であります。
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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 10月 11月 12月

最高（円） 329 320 320 380 380 360 360 358 322

最低（円） 310 300 313 320 340 346 341 312 275

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,689,071 1,172,122

受取手形及び売掛金 ※3
 1,862,216 1,375,831

商品 2,359,019 2,509,338

販売用不動産 281,282 298,383

その他 343,644 455,332

貸倒引当金 △17,574 △15,938

流動資産合計 6,517,659 5,795,068

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 4,851,547

※1
 5,139,873

土地 2,567,299 2,578,695

その他（純額） ※1,※2
 1,870,528

※1,※2
 1,873,884

有形固定資産合計 9,289,374 9,592,453

無形固定資産 11,662 13,995

投資その他の資産

その他 1,052,410 1,039,231

貸倒引当金 △29,777 △34,452

投資その他の資産合計 1,022,633 1,004,779

固定資産合計 10,323,671 10,611,228

資産合計 16,841,330 16,406,297

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,122,319 1,297,853

短期借入金 1,254,242 1,559,762

未払法人税等 394,350 93,207

賞与引当金 89,982 84,785

その他 476,797 514,414

流動負債合計 4,337,692 3,550,022

固定負債

長期借入金 3,963,914 4,795,450

退職給付引当金 304,103 311,312

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

その他 699,207 717,378

固定負債合計 5,330,787 6,187,703

負債合計 9,668,479 9,737,725
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,699,907 4,371,592

自己株式 △130,599 △130,083

株主資本合計 6,197,158 5,869,358

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,349 △24,006

繰延ヘッジ損益 △15,457 △16,869

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 66,983 51,915

少数株主持分 908,709 747,297

純資産合計 7,172,851 6,668,571

負債純資産合計 16,841,330 16,406,297
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（２）【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20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 20,799,381 19,095,095

売上原価 16,153,423 14,583,511

売上総利益 4,645,958 4,511,584

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,533,250 1,427,381

賞与引当金繰入額 99,000 89,982

退職給付費用 34,364 21,399

貸倒引当金繰入額 13,290 2,356

その他 2,059,449 1,845,603

販売費及び一般管理費合計 3,739,354 3,386,722

営業利益 906,603 1,124,861

営業外収益

受取利息 898 612

仕入割引 66,110 53,286

その他 34,349 31,665

営業外収益合計 101,358 85,564

営業外費用

支払利息 94,374 88,066

売上割引 44,460 35,498

デリバティブ評価損 17,551 14,586

その他 13,257 2,796

営業外費用合計 169,644 140,948

経常利益 838,317 1,069,477

特別損失

固定資産除売却損 11,521 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 169,873 9,931

税金等調整前四半期純利益 668,444 1,059,546

法人税、住民税及び事業税 183,183 446,913

法人税等調整額 △120,065 33,818

法人税等合計 63,117 480,731

少数株主利益 122,440 161,449

四半期純利益 482,887 417,365
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 6,624,344 6,301,100

売上原価 5,129,739 4,819,509

売上総利益 1,494,605 1,481,590

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 429,489 440,560

賞与引当金繰入額 99,000 44,493

退職給付費用 13,178 6,493

その他 644,484 592,234

販売費及び一般管理費合計 1,186,152 1,083,781

営業利益 308,452 397,809

営業外収益

受取利息 276 231

仕入割引 22,829 19,516

デリバティブ評価益 － 6,185

その他 7,928 6,297

営業外収益合計 31,035 32,231

営業外費用

支払利息 33,234 26,803

売上割引 16,763 13,924

デリバティブ評価損 33,463 －

その他 1,661 1,115

営業外費用合計 85,122 41,842

経常利益 254,364 388,197

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,760 657

特別利益合計 2,760 657

特別損失

固定資産除売却損 2,841 －

特別損失合計 2,841 －

税金等調整前四半期純利益 254,283 388,855

法人税、住民税及び事業税 108,669 187,625

法人税等調整額 △10,715 △10,666

法人税等合計 97,954 176,958

少数株主利益 38,797 55,063

四半期純利益 117,532 156,833
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31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 668,444 1,059,546

減価償却費 317,968 307,036

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,773 △7,209

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,580 5,197

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,290 △3,038

受取利息及び受取配当金 △4,414 △3,993

支払利息 94,374 88,066

デリバティブ評価損益（△は益） 17,551 14,586

固定資産除売却損益（△は益） 11,521 4,765

リース解約損 － 5,166

売上債権の増減額（△は増加） △168,585 △486,385

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,580 167,420

仕入債務の増減額（△は減少） 421,968 824,466

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,734 24,030

その他 27,180 △19,260

小計 1,440,647 1,980,393

利息及び配当金の受取額 4,411 3,992

利息の支払額 △93,820 △88,967

法人税等の支払額 △177,016 △138,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,174,221 1,756,567

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 △1,252,385 △24,094

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 △4,152 △1,511

貸付金の回収による収入 1,031 1,112

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 △1,255,506 △4

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） 400,000 △200,000

長期借入れによる収入 1,500,000 －

長期借入金の返済による支出 △929,112 △937,056

自己株式の取得による支出 △1,240 △516

配当金の支払額 △89,082 △89,049

リース債務の返済による支出 － △13,099

財務活動によるキャッシュ・フロー 880,565 △1,239,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 799,280 516,841

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 ※
 1,582,445

※
 1,684,513
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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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第３四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３四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、

第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算

定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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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 4,018,314千円 ※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 ※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。

 

賃貸用建物 220,268千円

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

※３　四半期連結会計期間末日満期手形 　　　　　　　　　　──────

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。当第３四半期連結会計期間末

日満期手形の金額は、次のとおりであります。

 

受取手形 73,962千円  

（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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,586,677

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,232

現金及び現金同等物 1,582,445

　

 （千円）

現金及び預金勘定 1,689,071

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 1,684,513

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年12月31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　　　　　　　　 339千株

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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 卸売事業 小売事業 不動産事業 その他の事業 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 2,851,7373,599,63069,726 103,2516,624,344 － 6,624,344

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
130,857 6,309 8,047 － 145,213(145,213) －

計 2,982,5943,605,94077,773 103,2516,769,558(145,213)6,624,344

営業利益 166,503142,694 53,610 3,643 366,451(57,999)308,452

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 卸売事業 小売事業 不動産事業 その他の事業 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 2,523,5893,595,76374,162 107,5846,301,100 － 6,301,100

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
164,863 1,295 7,227 － 173,385(173,385) －

計 2,688,4523,597,05881,389 107,5846,474,485(173,385)6,301,100

営業利益 199,926191,128 53,488 8,758 453,302(55,493)397,809

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

 卸売事業 小売事業 不動産事業 その他の事業 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 9,069,35711,133,266223,895372,86320,799,381 － 20,799,381

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
503,773 14,994 27,421 － 546,188(546,188) －

計 9,573,13011,148,260251,316372,86321,345,569(546,188)20,799,381

営業利益 581,120302,480149,939 74,0071,107,546(200,942)906,603

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 卸売事業 小売事業 不動産事業 その他の事業 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 7,463,89611,079,385222,415329,39919,095,095 － 19,095,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
488,821 5,168 21,681 － 515,670(515,670) －

計 7,952,71711,084,553244,096329,39919,610,765(515,670)19,095,095

営業利益 567,062586,063154,625 55,4221,363,172(238,311)1,124,861
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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

その他の事業 足場レンタル　等

３．会計処理の方法の変更

前第３四半期連結累計期間

（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３四半期連結累計期間

の営業利益は、卸売事業で6,166千円、小売事業で53,613千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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20

年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20

年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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３四半期連結会計期間末（平成21年12月31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３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

デリバティブ取引の当第３四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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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 422.11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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 32.53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 28.12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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（千円） 482,887 417,365

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） 482,887 417,365

期中平均株式数（株） 14,844,841 14,841,089

前第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 7.92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 10.57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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（千円） 117,532 156,833

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） 117,532 156,833

期中平均株式数（株） 14,843,480 14,840,508

（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21年２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 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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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