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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２四半期連結
累計期間

第61期
第２四半期連結
累計期間

第60期
第２四半期連結
会計期間

第61期
第２四半期連結
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
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９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） 12,793,99513,459,7326,709,8547,372,77123,853,578

経常利益（千円） 680,622 686,474 359,209 351,2191,003,481

四半期（当期）純利益（千円） 260,531 298,591 133,651 166,287 368,861

純資産額（千円） － － 6,962,7277,382,6147,138,663

総資産額（千円） － － 16,694,86119,585,89316,704,373

１株当たり純資産額（円） － － 411.63 432.93 419.55

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
17.55 20.12 9.01 11.21 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（％） － － 36.6 32.8 37.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,148,749834,571 － － 1,749,030

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
10,394△1,226,662 － － △71,865

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,072,257241,822 － － △644,543

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,254,5582,050,0242,200,292

従業員数（人） － － 411 461 416

（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22年９月30日現在

従業員数（人） 461（434）

（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22年９月30日現在

従業員数（人） 141（ 42）

（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２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,533,516 －

小売事業（千円） 3,342,892 －

不動産事業（千円） 28,414 －

足場レンタル事業（千円） 73,462 －

合計（千円） 5,978,286 －

（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２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

卸売事業（千円） 2,838,795 －

小売事業（千円） 4,307,691 －

不動産事業（千円） 96,087 －

足場レンタル事業（千円） 130,197 －

合計（千円） 7,372,771 －

（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、輸出が緩やかに増加し、鉱工業生産も増加するなど、一部に景気

の持ち直しの兆しが見られておりますが、先行き不透明な経済状況の影響で、企業の設備投資の抑制やデフレの進行、

円高など、総じて厳しい状況で推移しております。

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、前期においては減少が続いていた新設住宅

着工戸数が小幅ではありますが回復基調で推移しております。営業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、自然素材、エコ関連商材を中心とした重点販売商品の拡販戦略が業績の向上へと繋

がってきております。

小売事業においては、３店舗目の大型ホームセンターであるジョイフルエーケー帯広店を計画より前倒しでオープ

ンさせることが出来たことが、春先の天候不順による売上減少をカバーする結果となり、また、その開店準備に係る経

費の圧縮及び仕入施策の見直しによる利益率のアップにより利益を確保することが出来ております。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高73億72百万円（前年同四半期比9.9％増）、営業

利益３億66百万円（同4.3％減）、経常利益３億51百万円（同2.2％減）、四半期純利益１億66百万円（同24.4％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

住宅エコポイントや贈与税の非課税枠拡大などの住宅政策効果もあり、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、営業力、コスト競争力のレベルアップを図り、収益確保につながる体制づくりに努めた結果、

売上高28億38百万円、営業利益２億95百万円となりました。

②　小売事業

春先の天候不順の影響による来店客数の減少や外回り関連商材の売上の減少がありましたが、帯広店を当初計

画より前倒しで開店することが出来た結果、売上高43億７百万円、営業利益１億10百万円となりました。

③　不動産事業

賃貸資産の運用により、売上高96百万円、営業利益47百万円となりました。

④　足場レンタル事業

新設住宅着工戸数が回復基調で推移していることや、継続して実施してきた営業力のレベルアップのための指

導・教育の効果により、売上高１億30百万円となりましたが、営業利益につきましては、営業基盤の拡大に備えて

資材購入を行ったことにより、21百万円となりました。

(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、第１四半期連結会計期

間末と比較して３億50百万円増加し、20億50百万円となりました。

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７億69百万円（前年同四半期は４億52百万円の獲得）となりました。これは主に

仕入債務が増加したこと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12億５百万円（前年同四半期は12百万円の使用）となりました。これは主に子会

社において有形固定資産を取得し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）

財務活動の結果獲得した資金は７億86百万円（前年同四半期は３億10百万円の使用）となりました。これは主に

長期借入金による収入があ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。
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(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、近年、個人の住宅取得意欲の減退から新設住宅着工戸数が

減少傾向にあり、今後、少子高齢化と人口の減少が続き、日本の経済回復が遅れた場合には住宅産業の市場規模が縮

小し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

小売事業においては、国内経済の停滞に伴う将来へ向けての生活不安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及ぼす可能

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

きる商品力及び情報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、２０１０年７月にオープンした３店舗目となる大型ホームセンターである帯広店の早急な

地域浸透を進めるとともに、他社に勝る品揃えとサービスの充実を図り、顧客満足度をさらにアップさせる売場作

りを行います。また、固定費の圧縮に努めることにより、安定感のある利益体質の強化を目指した効率経営を進めて

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株主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２四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２四半期連結会計期間の有利子負債は前連結会計年度末比５億24百万円増加し64億23百万円であります。

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11億３百万円あり、長期借入金

は50億63百万円、リース債務は２億56百万円であります。

(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つこ

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。また、人員

の機動的で適正な配置により、人件費も含めた経営資源の効率的で効果的な活用を進めてまいります。　

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

 6/25



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、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につい

て完了したものは、次のとおりであります。

㈱ジョイフルエーケーにおいて、前四半期連結会計期間末に計画しておりました帯広店の新設は、平成22年６月

に完了し、７月から営業を開始しております。
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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22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11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

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

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７月１日～

平成22年９月30日
－ 15,180,000－ 793,350 － 834,500
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（６）【大株主の状況】

 平成22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 1,555 10.24

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 717 4.73

木村　勇介 札幌市中央区 661 4.36

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 － 10,394 68.48

　（注）当社は自己株式340,470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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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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　　340,000
－ －　

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,760,000 14,760 －　

単元未満株式（注） 普通株式　　 80,000 － －

発行済株式総数 15,180,000 － －

総株主の議決権 － 14,760 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式470株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成22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
340,000－ 340,000 2.24

計 － 340,000－ 340,000 2.24

　

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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 314 302 340 361 416 395

最低（円） 294 290 284 340 360 338

　（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）及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,055,685 2,204,851

受取手形及び売掛金 2,261,166 1,406,881

商品 2,824,788 2,012,228

販売用不動産 232,760 281,282

その他 360,202 296,965

貸倒引当金 △22,241 △13,943

流動資産合計 7,712,361 6,188,265

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 5,966,067

※1
 4,773,718

土地 2,567,299 2,567,299

その他（純額） ※1
 2,070,527

※1
 1,961,332

有形固定資産合計 10,603,894 9,302,350

無形固定資産 11,095 11,466

投資その他の資産

その他 1,325,325 1,276,360

貸倒引当金 △66,783 △74,069

投資その他の資産合計 1,258,541 1,202,290

固定資産合計 11,873,531 10,516,108

資産合計 19,585,893 16,704,373

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,119,524 1,446,183

短期借入金 1,103,670 1,858,668

未払法人税等 332,557 353,745

賞与引当金 109,012 84,305

その他 767,206 504,293

流動負債合計 5,431,971 4,247,195

固定負債

長期借入金 5,063,084 3,959,082

退職給付引当金 275,985 277,034

役員退職慰労引当金 363,562 363,562

資産除去債務 213,475 －

その他 855,200 718,836

固定負債合計 6,771,307 5,318,515

負債合計 12,203,278 9,565,710
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 4,860,957 4,651,404

自己株式 △130,783 △130,694

株主資本合計 6,358,023 6,148,559

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,545 921

繰延ヘッジ損益 △15,802 △16,209

土地再評価差額金 92,790 92,790

評価・換算差額等合計 66,442 77,503

少数株主持分 958,149 912,600

純資産合計 7,382,614 7,138,663

負債純資産合計 19,585,893 16,704,373
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 12,793,995 13,459,732

売上原価 9,764,002 10,194,256

売上総利益 3,029,993 3,265,475

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 920,921 977,137

賞与引当金繰入額 111,389 109,012

退職給付費用 14,905 22,995

貸倒引当金繰入額 3,014 7,355

その他 1,253,368 1,431,116

販売費及び一般管理費合計 2,303,598 2,547,617

営業利益 726,394 717,857

営業外収益

受取利息 380 347

仕入割引 33,769 37,876

その他 25,368 25,033

営業外収益合計 59,518 63,256

営業外費用

支払利息 61,262 52,631

売上割引 21,574 25,411

デリバティブ評価損 20,771 11,130

その他 1,681 5,467

営業外費用合計 105,290 94,640

経常利益 680,622 686,474

特別損失

固定資産除売却損 4,765 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 9,931 102,572

税金等調整前四半期純利益 670,690 583,901

法人税、住民税及び事業税 259,287 321,917

法人税等調整額 44,484 △82,116

法人税等合計 303,772 239,801

少数株主損益調整前四半期純利益 － 344,100

少数株主利益 106,386 45,508

四半期純利益 260,531 298,591

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

14/25



【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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 6,709,854 7,372,771

売上原価 5,162,457 5,612,917

売上総利益 1,547,397 1,759,854

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 467,624 521,957

賞与引当金繰入額 55,199 53,781

退職給付費用 4,661 13,733

貸倒引当金繰入額 167 －

その他 636,843 803,956

販売費及び一般管理費合計 1,164,496 1,393,428

営業利益 382,901 366,425

営業外収益

受取利息 83 58

仕入割引 18,455 21,141

その他 16,095 15,497

営業外収益合計 34,634 36,698

営業外費用

支払利息 28,250 27,480

売上割引 12,821 14,624

デリバティブ評価損 16,352 4,996

その他 901 4,802

営業外費用合計 58,326 51,904

経常利益 359,209 351,219

特別損失

固定資産除売却損 4,164 0

特別損失合計 4,164 0

税金等調整前四半期純利益 355,045 351,219

法人税、住民税及び事業税 155,270 191,834

法人税等調整額 14,107 △39,627

法人税等合計 169,378 152,207

少数株主損益調整前四半期純利益 － 199,012

少数株主利益 52,015 32,724

四半期純利益 133,651 166,287
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 670,690 583,901

減価償却費 205,005 227,379

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,983 △1,049

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,604 24,707

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,218 1,012

受取利息及び受取配当金 △2,587 △2,701

支払利息 61,262 52,631

デリバティブ評価損益（△は益） 20,771 11,130

固定資産除売却損益（△は益） 4,765 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） △743,500 △854,285

たな卸資産の増減額（△は増加） 196,097 △764,038

仕入債務の増減額（△は減少） 790,636 1,673,341

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,053 △93,708

その他 46,779 283,312

小計 1,302,543 1,244,205

利息及び配当金の受取額 2,586 2,701

利息の支払額 △62,613 △73,065

法人税等の支払額 △93,767 △339,270

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,148,749 834,571

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 △1,101

有形固定資産の取得による支出 △13,728 △1,224,840

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 △1,080 △1,104

貸付金の回収による収入 716 384

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 10,394 △1,226,662

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） △300,000 △520,000

長期借入れによる収入 － 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △674,226 △730,996

自己株式の取得による支出 △204 △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 △8,778 △18,053

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072,257 241,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,886 △150,268

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 ※
 1,254,558

※
 2,050,024
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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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９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

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び

経常利益はそれぞれ7,749千円、税金等調整前四半期純利益

は108,233千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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９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

２四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。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９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

２四半期連結会計期間では、「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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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22年９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 4,404,809千円 ※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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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

　

（平成22年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,055,685

預入期間が３か月を超える定期預金 △5,661

現金及び現金同等物 2,050,024

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22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　　　　　　　　 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

　（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）及び前第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21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９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 5,322,0027,703,238186,775247,71613,459,732

セグメント間の内部売上高又は
振替高

406,0182,404 13,454 － 421,877

計 5,728,0207,705,642200,229247,71613,881,609

セグメント利益 480,618265,79297,03544,250887,696

　

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９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 2,838,7954,307,69196,087130,1977,372,771

セグメント間の内部売上高又は
振替高

251,4621,134 6,227 － 258,823

計 3,090,2584,308,825102,314130,1977,631,595

セグメント利益 295,102110,72447,49821,926475,252

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）　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 887,696

セグメント間取引消去 △9,249

全社費用（注） △160,589

四半期連結損益計算書の営業利益 717,857
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当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 475,252　

セグメント間取引消去 △7,858　

全社費用（注） △100,969　

四半期連結損益計算書の営業利益 366,425　

（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　

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

該当事項はありません。

（追加情報）

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２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

短期借入金及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、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ます。

科目
四半期連結貸借対照

表計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 短期借入金 1,103,670 1,142,742 39,072

(2) 長期借入金 5,063,084 5,077,833 14,749

(注)　金融商品の時価の算定方法

(1) 短期借入金

元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

ります。

(2) 長期借入金

元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

ります。

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22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22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。

（資産除去債務関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に、第１四半期連結会計期間の期首に比べて著しい変

動がないため記載しておりません。
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（賃貸等不動産関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結会計期間末
（平成22年９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 432.93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

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 20.12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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 260,531 298,591

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） 260,531 298,591

期中平均株式数（株） 14,841,381 14,839,594

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 11.21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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 133,651 166,287

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） 133,651 166,287

期中平均株式数（株） 14,841,280 14,839,530

（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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11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２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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

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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