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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 10,953 5.0 433 47.9 640 30.2 369 31.3
21年3月期第1四半期 10,431 ― 292 ― 491 ― 281 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 18.30 ―

21年3月期第1四半期 13.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 21,926 13,800 62.9 683.76
21年3月期 20,299 13,799 68.0 683.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,800百万円 21年3月期  13,799百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 24.00 24.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 24.00 24.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

21,152 3.4 748 △3.9 1,134 △0.7 648 △1.5 32.11

通期 43,000 5.7 1,604 0.7 2,380 2.5 1,361 2.3 67.43
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期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るもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 20,214,480株 21年3月期  20,214,480株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  31,874株 21年3月期  31,717株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 20,182,666株 21年3月期第1四半期 20,182,934株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、金融市場と株式市場の世界的な混乱等による景気の急激な悪化に底打ちの兆

しが見えてきたものの、設備投資の抑制、雇用状況は引き続き厳しい状況にあり、依然として先行きの不透明な状況

が続いております。 

 このような状況のもと、当社といたしましては、メーカー各社と売れ筋商品の開発に取り組む一方、平成21年４月

１日に茨城県笠間市に茨城支店を開設し、関東東部地区の営業基盤の強化を図るとともに、販売の増強に取り組んで

まいりました。 

 その結果、当第１四半期の売上高は109億53百万円（対前年同期比105.0％）となりました。 

 品目別売上高につきましては、 

「ダイニング用品」は、レジャー用小物用品、ステンレスボトル、シール容器等の売上高増加により31億36百万

円（対前年同期比107.0％）となりました。 

「キッチン用品」は、フッ素樹脂加工のフライパン、ケトル、包丁等の売上高減少により34億62百万円（対前年

同期比95.7％）となりました。 

「サニタリー用品」は、清掃用品、万歩計等の売上高増加により16億34百万円（対前年同期比100.5％）となりま

した。 

「収納用品」は、押入れ用小物用品、玄関用小物用品等の売上高減少により10億59百万円（対前年同期比

87.1％）となりました。 

「シーズン用品他」は、蛍光灯類、電池、台所クリーナー等の売上高増加により16億60百万円（対前年同期比

159.8％）となりました。 

 損益面では、営業利益は４億33百万円（対前年同期比147.9％）、経常利益は６億40百万円（対前年同期比

130.2％）、四半期純利益は３億69百万円（対前年同期比131.3％）となりました。 

  

  

 当第１四半期末の総資産は、現金及び預金、売上債権及びたな卸資産の増加等により、前期末比16億26百万円増の

219億26百万円となりました。有利子負債は、季節資金の借入れにより12億円となりました。純資産は、配当金の支

払い等があったものの、四半期純利益を３億69百万円計上し、保有株式の株価の回復等によりその他有価証券評価差

額金を１億１百万円計上したことにより、前期末比０百万円増の138億円となり、自己資本比率は62.9％となりまし

た。 

  

  

 業績予想は、平成21年５月12日公表時から変更しておりません。 

 今後の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

 当第１四半期の業績は順調に推移しておりますが、天候・天災等の不確定要因等があるため、実際の業績は今後 

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

  

① 簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,189,513 1,779,569

受取手形及び売掛金 9,787,291 9,097,428

商品 2,504,634 1,980,000

その他 411,140 654,835

貸倒引当金 － △1,607

流動資産合計 14,892,579 13,510,227

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,383,883 2,412,919

土地 2,328,640 2,328,640

その他（純額） 434,855 289,938

有形固定資産合計 5,147,378 5,031,498

無形固定資産 102,649 102,875

投資その他の資産   

投資有価証券 1,280,394 1,077,473

その他 546,134 619,400

貸倒引当金 △43,013 △41,813

投資その他の資産合計 1,783,514 1,655,060

固定資産合計 7,033,543 6,789,434

資産合計 21,926,123 20,299,661

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,274,863 4,554,275

短期借入金 1,200,000 －

未払法人税等 279,389 576,813

賞与引当金 116,283 220,617

その他 685,180 597,377

流動負債合計 7,555,716 5,949,083

固定負債   

退職給付引当金 189,034 189,870

役員退職慰労引当金 373,652 359,234

その他 7,714 1,900

固定負債合計 570,400 551,004

負債合計 8,126,116 6,500,088
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,706,000 1,706,000

資本剰余金 1,269,020 1,269,020

利益剰余金 10,736,130 10,851,081

自己株式 △12,999 △12,915

株主資本合計 13,698,151 13,813,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,855 △13,613

評価・換算差額等合計 101,855 △13,613

純資産合計 13,800,006 13,799,573

負債純資産合計 21,926,123 20,299,661
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 10,431,767 10,953,030

売上原価 8,551,744 8,872,134

売上総利益 1,880,022 2,080,896

販売費及び一般管理費 1,587,041 1,647,680

営業利益 292,980 433,215

営業外収益   

受取利息 320 286

受取配当金 13,886 11,704

仕入割引 178,244 174,048

その他 15,036 23,335

営業外収益合計 207,488 209,375

営業外費用   

支払利息 1,863 824

その他 6,848 1,610

営業外費用合計 8,711 2,435

経常利益 491,758 640,155

特別利益   

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 － 1,607

固定資産売却益 89 －

特別利益合計 102 1,607

特別損失   

固定資産除却損 95 －

特別損失合計 95 －

税引前四半期純利益 491,765 641,762

法人税等 210,307 272,327

四半期純利益 281,457 369,434
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 491,765 641,762

減価償却費 43,299 45,807

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,608 △407

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,917 △104,334

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67,000 △80,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,407 △836

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,921 14,418

受取利息及び受取配当金 △14,207 △11,991

支払利息 1,863 824

有形固定資産売却損益（△は益） △89 －

有形固定資産除却損 95 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12 －

売上債権の増減額（△は増加） △649,382 △689,863

たな卸資産の増減額（△は増加） △680,935 △524,633

仕入債務の増減額（△は減少） 511,724 720,587

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,854 △3,434

その他 140,548 434,470

小計 △344,824 442,371

利息及び配当金の受取額 14,633 12,399

利息の支払額 △4,627 △3,079

法人税等の支払額 △513,636 △562,030

営業活動によるキャッシュ・フロー △848,455 △110,340

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △93,379 △181,600

有形固定資産の売却による収入 571 －

無形固定資産の取得による支出 △1,701 －

投資有価証券の取得による支出 △7,923 △8,430

投資有価証券の売却による収入 71 －

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 2,888 4,785

敷金及び保証金の差入による支出 △114 △10,000

敷金及び保証金の回収による収入 590 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,996 △195,245

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） 1,200,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △74,970 －

自己株式の取得による支出 △11 △84

配当金の支払額 △403,658 △484,386

財務活動によるキャッシュ・フロー 721,359 715,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △227,092 409,943

現金及び現金同等物の期首残高 2,090,029 1,779,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,862,937 2,189,513
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

    品目別比較売上高明細  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

  
前第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 対前年同四半期 

増減額 

  金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

ダイニング用品 2,931 28.1 3,136 28.6  204 

キッチン用品  3,619  34.7 3,462 31.6 △156 

サニタリー用品 1,625 15.6 1,634 14.9 8 

収納用品 1,216 11.7 1,059 9.7  △157 

シーズン用品他 1,038 9.9 1,660 15.2 621 

合計 10,431 100.0 10,953 100.0 521 
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