
【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23年８月12日

【四半期会計期間】 第62期第１四半期（自　平成23年４月１日　至　平成23年６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】 取締役管理本部長　　新榮　功明

【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】 取締役管理本部長　　新榮　功明

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

EDINET提出書類

株式会社キムラ(E02823)

四半期報告書

 1/16



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61期

第１四半期連結
累計期間

第62期
第１四半期連結
累計期間

第61期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 6,086,960 6,597,616 26,040,666

経常利益（千円） 335,254 348,716 849,594

四半期（当期）純利益（千円） 132,304 148,288 368,456

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
135,562 181,430 430,821

純資産額（千円） 7,185,097 7,542,817 7,480,186

総資産額（千円） 17,379,051 18,677,084 18,413,602

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
8.92 9.99 24.83

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（％） 36.0 35.0 35.4

（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。

４．第61期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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。

２【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。

３【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、当四半期連結会計期間の末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１四半期連結累計期間における経済活動は、平成23年３月に発生した「東日本大震災」による津波被害と、

同時に発生した原発事故等の影響による生産の停止や物流の混乱により、商品の供給が停滞しておりましたが、５

月の連休明けころからはそれらの状況も改善されつつあります。

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度当初は震災の影響を懸念しておりまし

たが、昨年からの住宅に対する投資意欲が大きく減退することもなく、また、復興需要も前倒しで発生したことによ

り堅調に推移しております。

小売事業においては、景気回復の遅れや震災発生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、昨年

と同じく春先の低温の影響により、草花などのガーデン用品を中心とした外回り関連商材の動きが遅れる状況で推

移しております。利益面においては、商品部と販売促進部の連携効果による利益率の改善が図られております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高65億97百万円（前年同期比8.4％増）、営業利

益３億55百万円（同1.2％増）、経常利益３億48百万円（同4.0％増）、四半期純利益１億48百万円（同12.1％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

震災の影響による商品の供給遅延はありましたが、新設住宅着工やリフォーム工事が概ね順調に推移してお

り、全社プロジェクトとして取り組んでいる換気、塗り壁を中心とした今期の重点取組み商品の取引先への浸透

が順調に進んだ結果、売上高24億７百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益２億７百万円（同11.7％増）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はありましたが、お客様に喜ばれる、魅力ある売場造

りを積極的に進めたことなどによる来店客数の増加や、昨年７月にオープンしたジョイフルエーケー帯広店の出

店効果により、売上高39億65百万円（前年同期比16.8％増）、営業利益１億62百万円（同4.7％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97百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益53百万円（同9.0％増）となりまし

た。

④　足場レンタル事業

足場職人に対する安心・安全及びマナー教育の徹底による取引先からの信頼が増し、また、新築需要は昨年並

みでしたが、リフォーム需要が増加したことにより、獲得した施工現場数が過去最高となったことから、保有する

資材をフル稼働することが出来た結果、売上高１億27百万円（前年同期比8.4％増）、営業利益25百万円（同

15.0％増）となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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。

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
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(4) 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、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

業種から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。

(5) 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、小売事業においては、平成22年７月にオープンしたジョイフル

エーケー帯広店を含めた３店舗連携による相乗効果により、他社に勝る品揃えとサービスの充実を図ることによる

顧客満足度をさらにアップさせる売場造りを行ないます。また、固定費の削減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。

(6) 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　借入金及びリース債務

当第１四半期連結会計期間末の有利子負債は前連結会計年度末比５億82百万円減少し63億41百万円でありま

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17億38百万円であり、長期

借入金は43億37百万円、リース債務は２億65百万円であります。　

(7) 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。
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第３【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23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８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23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 15,180,000－ 793,350 － 834,500

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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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23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23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） 普通株式　　  341,000 － －　

完全議決権株式（その他） 普通株式　 14,762,000 14,762 －　

単元未満株式（注） 普通株式　　 　77,000 － －

発行済株式総数 　　　　　 15,180,000 － －

総株主の議決権 － 14,762 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成23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
341,000－ 341,000 2.25

計 － 341,000－ 341,000 2.25

　（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は341,350株であります。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【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。）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、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平

成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,420,023 1,749,621

受取手形及び売掛金 1,484,570 2,044,764

商品 2,342,305 2,803,566

販売用不動産 232,760 203,897

その他 283,126 287,236

貸倒引当金 △13,744 △17,935

流動資産合計 6,749,042 7,071,151

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,752,058 5,682,858

土地 2,567,299 2,567,299

その他（純額） 2,057,319 2,053,014

有形固定資産合計 10,376,676 10,303,173

無形固定資産 10,786 10,666

投資その他の資産

その他 1,316,977 1,328,423

貸倒引当金 △39,880 △36,329

投資その他の資産合計 1,277,096 1,292,093

固定資産合計 11,664,560 11,605,933

資産合計 18,413,602 18,677,084

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,637,792 2,505,401

短期借入金 2,265,163 1,738,583

未払法人税等 215,152 151,847

賞与引当金 98,440 119,777

その他 627,378 629,509

流動負債合計 4,843,926 5,145,118

固定負債

長期借入金 4,393,919 4,337,500

退職給付引当金 274,533 274,675

役員退職慰労引当金 363,562 326,985

資産除去債務 215,610 216,677

その他 841,865 833,310

固定負債合計 6,089,489 5,989,148

負債合計 10,933,416 11,134,266
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 4,930,821 4,960,398

自己株式 △130,954 △131,042

株主資本合計 6,427,717 6,457,206

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,808 △2,826

繰延ヘッジ損益 △6,200 △5,640

土地再評価差額金 92,790 92,790

その他の包括利益累計額合計 91,399 84,323

少数株主持分 961,069 1,001,287

純資産合計 7,480,186 7,542,817

負債純資産合計 18,413,602 18,677,084
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 6,086,960 6,597,616

売上原価 4,581,339 4,931,912

売上総利益 1,505,621 1,665,703

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 455,179 505,224

賞与引当金繰入額 55,231 67,337

退職給付費用 9,262 7,069

貸倒引当金繰入額 7,866 4,033

その他 626,650 726,232

販売費及び一般管理費合計 1,154,188 1,309,897

営業利益 351,432 355,806

営業外収益

受取利息 288 274

仕入割引 16,734 18,108

デリバティブ評価益 － 903

その他 9,535 14,283

営業外収益合計 26,557 33,569

営業外費用

支払利息 25,150 26,611

売上割引 10,786 13,576

デリバティブ評価損 6,133 －

その他 665 471

営業外費用合計 42,735 40,659

経常利益 335,254 348,716

特別損失

固定資産除売却損 2,088 4,355

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 100,484 －

特別損失合計 102,572 4,355

税金等調整前四半期純利益 232,682 344,361

法人税、住民税及び事業税 130,082 144,046

法人税等調整額 △42,488 12,329

法人税等合計 87,593 156,375

少数株主損益調整前四半期純利益 145,088 187,985

少数株主利益 12,784 39,697

四半期純利益 132,304 148,288
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 145,088 187,985

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,305 △7,652

繰延ヘッジ損益 779 1,097

その他の包括利益合計 △9,525 △6,554

四半期包括利益 135,562 181,430

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 122,731 141,212

少数株主に係る四半期包括利益 12,831 40,218
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【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無

形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

減価償却費 100,349千円 134,048千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

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

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

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23年６月29日

定時株主総会
普通株式 118,711　　 8 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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．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

　 （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 2,483,2063,395,54790,688117,5196,086,960
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 2,637,7623,396,81797,915117,5196,250,013

セグメント利益 185,515155,06849,53722,325412,444

　

２．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。　

　

３．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。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

１．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

　 （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 2,407,6223,965,40797,231127,3566,597,616
セグメント間の内部売上高又
は振替高

187,9052,468 6,198 － 196,571

計 2,595,5273,967,875103,429127,3566,794,187

セグメント利益 207,312162,41353,99425,667449,386

　

２．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 449,386

セグメント間取引消去 △1,854

全社費用（注） △91,724

四半期連結損益計算書の営業利益 355,806

（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。

３．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。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、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22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 8円92銭 9円99銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 132,304 148,288

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金額（千円） 132,304 148,288

普通株式の期中平均株式数（株） 14,839,659 14,838,828

（注）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。

（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23年８月11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 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23年４月１日から平成24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23年４月１日から平成23年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　

監査人の結論

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23年６月30日現在の財政状態及び

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。

利害関係

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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