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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60期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第61期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 6,084,1406,086,96023,853,578

経常利益（千円） 321,414 335,2541,003,481

四半期（当期）純利益（千円） 126,880 132,304 368,861

純資産額（千円） 6,778,4127,185,0977,138,663

総資産額（千円） 16,882,15217,379,05116,704,373

１株当たり純資産額（円） 402.71 421.82 419.55

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 8.55 8.92 24.85

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（％） 35.4 36.0 37.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
696,479 64,6571,749,030

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
22,603 △21,052 △71,865

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△761,268△544,444△644,543

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,125,4861,699,4532,200,292

従業員数（人） 421 452 416

（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22年６月30日現在

従業員数（人） 452（410）

（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．当第１四半期連結会計期間において、従業員数が36名、臨時雇用者数が54名増加しましたのは、小売事業にお

ける新店舗の開設準備に伴うものであります。

(2）提出会社の状況 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 140（ 52）

（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,332,967 －

小売事業（千円） 2,555,432 －

不動産事業（千円） 24,840 －

足場レンタル事業（千円） 66,768 －

合計（千円） 4,980,008 －

（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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,483,206 －

小売事業（千円） 3,395,547 －

不動産事業（千円） 90,688 －

足場レンタル事業（千円） 117,519 －

合計（千円） 6,086,960 －

（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、輸出関連企業を中心に業績が回復基調で推移する中、設備投資

も下げ止まりつつあります。個人消費は耐久消費財の一部に政策効果が続いておりますが、消費者の節約志向などか

ら弱い動きとなっております。

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年間を通して減少傾向が続いていた新設住宅

着工戸数が低い水準ではあるものの、前年を上回って推移しております。

商品動向につきましては、住宅リフォームも含めた住宅市場が回復傾向であることと原材料価格の上昇基調などに

よる販売店の購買動向の高まりがありました。　

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により苦戦が続いており、また、春先の低温の影響

により、グリーンを中心とした外回り関連商材の動きが少なかったことが売上の減少に繋がってきております。経費

面においては、３店舗目の大型ホームセンターである帯広店の開設準備に係る経費の発生もありました。

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60億86百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益

３億51百万円（同2.3％増）、経常利益３億35百万円（同4.3％増）、四半期純利益１億32百万円（同4.3％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。

①　卸売事業

新設住宅着工戸数が昨年と比べて回復基調で推移する中、今期に入ってからの長期優良住宅関連法や住宅エコ

ポイントなどの住宅政策の施行や、鉄鋼関連原材料の値上げ情報による販売店の先行買いなどがあった結果、売

上高24億83百万円、営業利益１億85百万円となりました。

②　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による来店客数の伸び悩みなどによる売上の低迷や

新店舗である帯広店の開設準備に係る経費の発生があった結果、売上高33億95百万円、営業利益１億55百万円と

なりました。

③　不動産事業

賃貸資産の運用により、売上高90百万円、営業利益49百万円となりました。

④　足場レンタル事業

新設住宅着工戸数が、低調であった前年に比べてやや回復基調で推移していることなどから、当四半期におい

ては、保有する資産をフル稼働したことにより、売上高１億17百万円、営業利益22百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して５億円減少し、16億99百万円となりました。

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64百万円（前年同四半期は６億96百万円の獲得）となりました。これは主に、た

な卸資産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21百万円（前年同四半期は22百万円の獲得）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得に伴う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５億44百万円（前年同四半期は７億61百万円の使用）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。
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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、平成19年度から続いていた新設住宅着工戸数の減少が平

成22年度にはやや持ち直しの傾向が見られてきてはおりますが、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うとともに、帯広市にオープンした大型ホームセンターの

早急な地域浸透を目指してまいります。　

(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４億29百万円減少し、54億69百万円でありま

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18億43百万円、長期借入金

は35億26百万円、リース債務は99百万円であります。　

(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。　
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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、前連結会計年度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１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月16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
大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）　

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【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22年４月１日～

平成22年６月30日
－ 15,180,000－ 793,350 － 834,500

（６）【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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（７）【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22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22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　　  340,000
－ －　

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　　 　79,000 － －

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170株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成22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
340,000－ 340,000 2.24

計 － 340,000－ 340,000 2.24

　（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は340,470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22年４月 ５月 ６月

最高（円） 314 302 340

最低（円） 294 290 284

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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）及び前第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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,704,114 2,204,851

受取手形及び売掛金 2,113,517 1,406,881

商品 2,445,105 2,012,228

販売用不動産 258,640 281,282

その他 267,944 296,965

貸倒引当金 △20,268 △13,943

流動資産合計 6,769,053 6,188,265

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 4,815,519

※1
 4,773,718

土地 2,567,299 2,567,299

その他（純額） ※1
 1,975,191

※1
 1,961,332

有形固定資産合計 9,358,010 9,302,350

無形固定資産 11,280 11,466

投資その他の資産

その他 1,315,982 1,276,360

貸倒引当金 △75,276 △74,069

投資その他の資産合計 1,240,705 1,202,290

固定資産合計 10,609,997 10,516,108

資産合計 17,379,051 16,704,373

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,481,221 1,446,183

短期借入金 1,843,669 1,858,668

未払法人税等 135,628 353,745

賞与引当金 102,536 84,305

その他 525,315 504,293

流動負債合計 5,088,370 4,247,195

固定負債

長期借入金 3,526,083 3,959,082

退職給付引当金 269,612 277,034

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

資産除去債務 212,408 －

その他 733,917 718,836

固定負債合計 5,105,582 5,318,515

負債合計 10,193,953 9,565,710
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 4,694,669 4,651,404

自己株式 △130,783 △130,694

株主資本合計 6,191,735 6,148,559

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,430 921

繰延ヘッジ損益 △15,429 △16,209

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 67,930 77,503

少数株主持分 925,432 912,600

純資産合計 7,185,097 7,138,663

負債純資産合計 17,379,051 16,704,373
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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21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第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)

売上高 6,084,140 6,086,960

売上原価 4,601,544 4,581,339

売上総利益 1,482,595 1,505,621

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 453,296 455,179

賞与引当金繰入額 56,190 55,231

退職給付費用 10,244 9,262

貸倒引当金繰入額 2,846 7,866

その他 616,524 626,650

販売費及び一般管理費合計 1,139,102 1,154,188

営業利益 343,493 351,432

営業外収益

受取利息 296 288

仕入割引 15,314 16,734

その他 9,272 9,535

営業外収益合計 24,884 26,557

営業外費用

支払利息 33,011 25,150

売上割引 8,753 10,786

デリバティブ評価損 4,418 6,133

その他 778 665

営業外費用合計 46,963 42,735

経常利益 321,414 335,254

特別損失

固定資産除売却損 601 2,088

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 100,484

リース解約損 5,166 －

特別損失合計 5,768 102,572

税金等調整前四半期純利益 315,645 232,682

法人税、住民税及び事業税 104,017 130,082

法人税等調整額 30,377 △42,488

法人税等合計 134,394 87,593

少数株主損益調整前四半期純利益 － 145,088

少数株主利益 54,370 12,784

四半期純利益 126,880 132,304
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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21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第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)

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 315,645 232,682

減価償却費 102,462 100,349

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,962 △7,422

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,190 18,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,846 7,532

受取利息及び受取配当金 △296 △2,048

支払利息 33,011 25,150

デリバティブ評価損益（△は益） 4,418 6,133

有形固定資産除売却損益（△は益） 461 2,088

リース解約損 5,166 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 100,484

売上債権の増減額（△は増加） △568,380 △706,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,656 △410,235

仕入債務の増減額（△は減少） 976,409 1,035,038

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,528 △32,587

その他 87,964 78,482

小計 814,807 447,242

利息及び配当金の受取額 296 2,047

利息の支払額 △34,403 △45,887

法人税等の支払額 △84,219 △338,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 696,479 64,657

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 △101

有形固定資産の取得による支出 △1,916 △20,876

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 △358 △300

貸付金の回収による収入 391 225

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 22,603 △21,052

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） △280,000 10,000

長期借入金の返済による支出 △387,763 △457,998

自己株式の取得による支出 △96 △89

配当金の支払額 △89,049 △89,038

リース債務の返済による支出 △4,359 △7,318

財務活動によるキャッシュ・フロー △761,268 △544,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,184 △500,839

現金及び現金同等物の期首残高 1,167,671 2,200,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,125,486

※
 1,699,453
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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】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関す

る会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し

ております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ3,329千

円、税金等調整前四半期純利益は103,813千円減少してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は211,341千円であります。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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、前連結会計年度末において算定し

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22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 4,210,625千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 4,116,148千円

（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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第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）

※　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21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 （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

 

 （千円）

現金及び預金勘定 1,704,114

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,660

現金及び現金同等物 1,699,453

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第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．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　　　　　　　　 340千株

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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 89,038　　 6 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【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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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、商品・サービス別に関東以北での包括的な戦略を立案し、事業活動を基礎とした商品・サービス

別のセグメントから構成されており、「卸売事業」、「小売事業」、「不動産事業」及び「足場レンタル事

業」の４つを報告セグメントとしております。

「卸売事業」は、住宅用資材及びビル用資材等の販売を行っております。「小売事業」は、建築資材、ＤＩ

Ｙ用品、日用雑貨等の販売を行うホームセンター及び建築資材専門店を運営しております。「不動産事業」

は、不動産の賃貸及び販売を行っております。「足場レンタル事業」は、建築足場のレンタルを行っておりま

す。　

　

２．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

当第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）

　 （単位：千円）

 卸売事業 小売事業 不動産事業
足場レンタル
事業

合計

売上高      

外部顧客への売上高 2,483,2063,395,54790,688 117,5196,086,960
セグメント間の内部売上高又は
振替高

154,5561,270 7,227 － 163,053

計 2,637,7623,396,81797,915 117,5196,250,013

セグメント利益 185,515155,06849,537 22,325412,444

　

３．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）

利益 金額

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。　

　

４．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。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。

（金融商品関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

金融商品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。　
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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22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22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。

（資産除去債務関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

資産除去債務の見積り額は、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。　

（賃貸等不動産関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に、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。

（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22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 421.82円 １株当たり純資産額 419.55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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第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株当たり四半期純利益金額 8.55円 １株当たり四半期純利益金額 8.92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。

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21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第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）

四半期純利益（千円） 126,880 132,304

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） 126,880 132,304

期中平均株式数（株） 14,841,484 14,839,659

（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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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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22年４月１日から平成23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22年４月１日から平成22年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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

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、「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」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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