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１．当四半期決算に関する定性的情報　

　(1) 経営成績に関する説明

　　当第１四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、政府および日本銀行による経済再
　生政策により回復基調にありますが、４月１日の消費税率変更に伴う３月までの駆け込み
　需要と４月以降の反動需要減少により景気変動が大きくなっております。
　　また、物価は上昇傾向にあるものの消費に直結する可処分所得は先行き不透明感が強く、
　本格的な景気回復は道半ばとなっております。
　　このような状況のもと、当社グループの主要事業である卸売事業および小売事業におき
　ましても消費税増税前の駆け込み需要とその後の反動減による影響が見られます。
　　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高６９億２９百万円（前年同
　四半期比４．０％増）、営業利益４億７７百万円（同１８．１％増）、経常利益４億７８
　百万円（同２０．１％増）、四半期純利益２億２百万円（同７．３％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。

 　 （卸売事業）

　　　　住宅リフォーム市場は堅調に推移する一方、新築住宅市場は消費税増税や資材価格
　　　の上昇などの影響により新設着工戸数は前年同期を下回る状況で推移しております。
　　　　そのような市場環境が停滞する状況の中、新たに商品部から分離した開発部を設置
　　　して輸入資材を含めた新商材の開発を進めると共に、素材感があふれた自然素材を採
　　　用した住宅コンセプトの提案活動などの工務店支援活動を進めてまいりました。
　　　　これらの結果、売上高２６億８８百万円（前年同四半期比０．５％減）、営業利益
　　　２億３６百万円（同５．７％減）となりました。

　　（小売事業）

　　　　消費税増税前の駆け込み需要ならびに春先の気温上昇の早まりにより、ガーデン全
　　　般の需要が昨年に比べて１ケ月程早まり、当四半期の売上高は４０億３４百万円（前
　　　年同四半期比６．９％増）となりました。また、利益率の高いガーデン資材系の売上
　　　構成比が高かったことにより利益率は前年同四半期比１．９％改善となっております
　　　が、経費が前年に比べて若干の増加となったことから、営業利益は２億８４百万円（
　　　同４６．０％増）となりました。

　　（不動産事業）

　　　　賃貸資産の運用により、売上高５４百万円（前年同四半期比１０．４％増）、営業
　　　利益３２百万円（同８．７％減）となりました。

　　（足場レンタル事業）

　　　　足場需要全体においては依然として堅調な市場状況となっており、施工班および足
　　　場資材の整備を進めるなどの体制強化に取り組んできた結果、売上高１億５２百万円
　　　（前年同四半期比８．７％増）となりましたが、上期で予算計上している足場資材の
　　　購入が当四半期での計上となったことから営業利益は１５百万円（同１９．９％減）
　　　となりました。
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　(2) 財政状態に関する説明

　　（資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は１７４億５８百万円となり、前連結
　　会計年度末に比べて７億９３百万円の増加となりました。これは主に、売上債権が３億
　　６０百万円、商品が４億６９百万円増加したことによるものであります。

　　（負債）

　　　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は７７億６５百万円となり、前連結会
　　計年度末に比べて５億７６百万円増加しております。これは主に、仕入債務が６億１３
　　百万円増加したことによるものであります。

　　（純資産）

　　　当第１四半期連結会計期間末における純資産は９６億９３百万円となり、前連結会計
　　年度末に比べて２億１６百万円増加しております。１株当たりの純資産は５４９円２２
　　銭となり、前連結会計年度末に比べて９円３０銭増加しております。
　　なお、自己資本比率は４６．７％となっており、前連結会計年度末と比較して１．４ポ
　　イント低下しております。

　(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　　現時点において、平成２６年４月２８日付「平成２６年３月期決算短信」において発表
　しております平成２７年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変
　更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

　(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　　　該当事項はありません。

　(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　　該当事項はありません。

　(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示　
 
　　　該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,574,327 1,278,395 

受取手形及び売掛金 1,893,931 2,254,146 

商品 2,330,246 2,799,670 

販売用不動産 158,172 152,229 

その他 340,169 295,756 

貸倒引当金 △3,469 △4,059 

流動資産合計 6,293,378 6,776,139 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,533,911 4,482,164 

土地 2,405,789 2,369,118 

その他（純額） 2,186,495 2,246,990 

有形固定資産合計 9,126,196 9,098,273 

無形固定資産 12,916 21,353 

投資その他の資産    

その他 1,240,348 1,570,041 

貸倒引当金 △7,236 △7,143 

投資その他の資産合計 1,233,112 1,562,897 

固定資産合計 10,372,225 10,682,525 

資産合計 16,665,604 17,458,664 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,975,325 2,588,677 

短期借入金 1,370,000 1,555,000 

未払法人税等 386,553 194,983 

賞与引当金 113,052 131,384 

その他 584,961 713,052 

流動負債合計 4,429,893 5,183,098 

固定負債    

長期借入金 1,675,000 1,512,500 

役員退職慰労引当金 37,730 37,730 

退職給付に係る負債 247,033 236,023 

資産除去債務 228,940 230,096 

その他 570,392 565,784 

固定負債合計 2,759,096 2,582,134 

負債合計 7,188,989 7,765,233 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26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 6,312,856 6,366,890 

自己株式 △132,815 △132,934 

株主資本合計 7,807,891 7,861,805 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 74,832 158,355 

繰延ヘッジ損益 △861 △600 

土地再評価差額金 126,906 126,906 

その他の包括利益累計額合計 200,877 284,662 

少数株主持分 1,467,846 1,546,962 

純資産合計 9,476,614 9,693,431 

負債純資産合計 16,665,604 17,458,664 
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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25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 6,664,970 6,929,176 

売上原価 4,993,732 5,177,786 

売上総利益 1,671,237 1,751,389 

販売費及び一般管理費    

従業員給料及び賞与 498,595 496,235 

賞与引当金繰入額 66,654 71,332 

退職給付費用 9,602 7,167 

貸倒引当金繰入額 2,172 747 

その他 690,192 698,826 

販売費及び一般管理費合計 1,267,217 1,274,307 

営業利益 404,020 477,082 

営業外収益    

受取利息 256 263 

仕入割引 19,614 21,152 

その他 8,656 8,910 

営業外収益合計 28,527 30,325 

営業外費用    

支払利息 16,940 11,030 

売上割引 14,631 17,017 

デリバティブ評価損 1,682 － 

その他 633 486 

営業外費用合計 33,887 28,534 

経常利益 398,660 478,873 

特別利益    

固定資産売却益 － 2,299 

特別利益合計 － 2,299 

特別損失    

固定資産除売却損 3,392 － 

特別損失合計 3,392 － 

税金等調整前四半期純利益 395,267 481,173 

法人税、住民税及び事業税 161,213 187,999 

法人税等調整額 △6,120 11,936 

法人税等合計 155,092 199,936 

少数株主損益調整前四半期純利益 240,175 281,237 

少数株主利益 51,576 78,871 

四半期純利益 188,598 202,366 
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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25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 240,175 281,237 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △1,914 83,516 

繰延ヘッジ損益 932 513 

その他の包括利益合計 △981 84,030 

四半期包括利益 239,193 365,267 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 187,080 286,151 

少数株主に係る四半期包括利益 52,112 79,115 
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 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

　　（継続企業の前提に関する注記）

　　　該当事項はありません。

　　（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　　　該当事項はありません。　　　該当事項はありません。

　　（セグメント情報等）

　Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日　至 平成25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）

足場レンタル

事業

 売上高
 　外部顧客への売上高 2,701,502 3,773,811 48,963 140,692 6,664,970

 　セグメント間の内部売上高

 　又は振替高

2,880,164 3,774,723 54,627 140,692 6,850,208

 セグメント利益 251,087 195,025 36,054 19,302 501,469

　　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）

 報告セグメント計  501,469
 セグメント間取引消去  △1,619
 全社費用（注） △95,829
 四半期連結損益計算書の営業利益  404,020
（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。

卸売事業

178,661 － 185,237

合計小売事業 不動産事業

911 5,664

計

金額利益

㈱キムラ（７４６１）　平成２７年３月期第１四半期決算短信

- 8 -



　Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成26年4月1日　至 平成26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）

足場レンタル

事業

 売上高
 　外部顧客への売上高 2,688,143 4,034,090 54,066 152,876 6,929,176

 　セグメント間の内部売上高

 　又は振替高

2,851,370 4,036,839 59,730 152,876 7,100,817

 セグメント利益 236,818 284,811 32,934 15,470 570,035

　　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）

 報告セグメント計  570,035
 セグメント間取引消去  △5,047
 全社費用（注） △87,904
 四半期連結損益計算書の営業利益  477,082
（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。

利益 金額

163,226 2,749 5,664 171,640－

計

卸売事業 不動産事業 合計小売事業
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