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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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2月期第2四半期 33,507 ― 580 ― 659 ― 410 ―

21年2月期第2四半期 32,800 5.0 563 0.0 553 2.2 291 △2.6

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2月期第2四半期 67.93 ―

21年2月期第2四半期 48.27 ―

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2月期第2四半期 22,309 8,385 37.6 1,389.19
21年2月期 24,125 8,050 33.4 1,333.73

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  8,385百万円 21年2月期  8,050百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年2月期 ― 16.00

22年2月期 
（予想）

― 16.00 32.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 72,000 8.6 1,200 12.1 1,170 25.1 643 58.9 106.56
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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るもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
  経済状況・市況環境等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 
  なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計 
  基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、当第２四半期 
  連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年８月31日まで）は、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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2月期第2四半期 6,036,546株 21年2月期  6,036,546株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  247株 21年2月期  247株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 6,036,299株 21年2月期第2四半期 6,036,299株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に伴う景気後退の中、輸出や生産面で企業 

 収益の下げ止まりの兆しはみられるものの、設備投資の抑制や、雇用情勢の悪化等、実体経済は非常に厳しい状況 

 にありました。 

  ペット業界におきましても個人消費の低迷や、低価格志向が強まる等デフレーションの経営環境が続いておりま 

 す。また、梅雨明けが遅れるなど全国的な天候不順の影響から、昆虫用品を中心とした季節商品が販売不振となり 

 ました。 

  このような状況の下、当企業グループの中核であるエコートレーディング株式会社では、引続き関東圏を中心と 

 した全国的な売上拡大により、売上高が前年同期比2.4％増加の332億５千２百万円となり、また、物流改革の効果 

 で販売費及び一般管理費も前年同期比で１千５百万円削減しましたが、小売業の低価格戦略と天候不順により、売 

 上総利益率が12.6％から12.2％に低下しました。 

  一方、当企業グループであるペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が149店舗になり、また、

 商品開発事業では在庫の効率化を推進したことにより売上総利益率が上昇し、さらに販売費及び一般管理費が減少 

 した結果、営業利益は大幅に改善いたしました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当企業グループの売上高は335億７百万円（前年同期比2.2％増）、営

 業利益は前年同期比2.9％増の５億８千万円となり、経常利益は持分法による投資利益の計上により、前年同期比 

 19.2％増の６億５千９百万円、四半期純利益は４億１千万円（前年同期比40.7％増）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ18億１千５百万円減少し、223億９百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金が16億３千６百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ21億５千万円減少し、139億２千４百万円と

なりました。これは、主に支払手形及び買掛金が11億２千７百万円減少したこと及び短期借入金が10億円減少したこ

とによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億３千４百万円増加し、83億８千５百万

円となりました。これは、主に利益剰余金が３億１千９百万円増加したことによるものであります。  

  

  

  今後の景気動向につきましては、一部持ち直しの動きがみられるものの、依然として厳しい状況が続くものとみ 

 られます。 

  こうした状況の中、当企業グループの中核であるエコートレーディング株式会社では引き続き中期経営計画「ペ 

 ットソリューション21Ver.３」の最終年度として、卸売事業につきましては①得意先様への安定した商品供給の継 

 続、②提案型営業の推進と定着による得意先様への積極的なアプローチ、③商品開発力の強化、④社内教育制度の 

 導入による人材開発の強化によりペットソリューションカンパニーとして企業価値を更に高めていく所存でありま 

 す。 

  物流面では物流改革プロジェクトチームによる関東エリアの物流業務の効率化とコスト削減効果を検証し、全国 

 展開を推進し、また物流マネジメント・システム（WMS）として第３次EDSS（エコートレーディング物流支援システ

 ム）の姫路支店への導入・検証を実施し、順次全国の物流センターに導入、物流業務における更なる高度化及び生 

 産性の向上を図ってまいります。 

  教育事業では当社の社会貢献活動の一役を担い、社会福祉や動物医療の発展に寄与してまいります。エコーペッ 

 トビジネス総合学院では、平成21年５月にペットの病後・術後の早期回復や健康維持を支えることを目的として、 

 ペットのリハビリセンターを開設しました。 

  当企業グループのペッツバリュー株式会社では、引続き店舗開発事業の再構築と国産商品を中心とした開発強 

 化、販売強化に取組んでまいります。 

  また、当企業グループは、平成21年９月７日に当社100％出資による子会社を設立し、平成21年10月１日をもっ 

 て、ペットフード・用品の卸売事業を主業とする株式会社マーク産業（本社：大阪府八尾市）の事業を譲受いたし 

 ました。 

   これにより当企業グループは、第３四半期以降に展開する新会社での事業開始により、ペットフード・用品の専門

  卸売業者として、提案型営業並びにサービスの拡充が促進されるとともに、北海道から沖縄まで当社グループの販売

  網を使った事業展開等、相互のシナジー効果が見込まれますので、さらなる販売力強化と売上拡大等を実行し、より

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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  一層の業容の拡大を目指すことができます。 

  以上により、当企業グループの平成22年２月期の通期連結業績予想に関しましては、新会社の貢献が期待できる 

 ことから売上高は720億円（前期比8.6％増）に修正いたします。 

  なお、営業利益、経常利益、当期純利益に関しましては、前回予想から変更しておりません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 ①簡便な会計処理 

  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 

  該当事項はありません。  

  

  

 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

 関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

 諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、当第２四半期連結累計期間（平成21年３月

 １日から平成21年８月31日まで）は、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第

 １四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公

 表分）が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

 価切下げの方法）により算定しております。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

 13,566千円減少しております。 

  

 ③リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

 ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

 会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

 用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

 成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

 ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買処理に係る会計処理によ

 っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について 

 は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

 借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,358,103 3,994,961

受取手形及び売掛金 11,638,483 11,777,187

商品 2,096,400 2,236,845

貯蔵品 21,093 19,909

未収入金 1,507,850 1,289,796

その他 1,082,172 1,582,735

貸倒引当金 △3,254 △2,592

流動資産合計 18,700,849 20,898,842

固定資産   

有形固定資産 1,212,834 1,142,943

無形固定資産 121,769 112,733

投資その他の資産 2,274,406 1,971,324

固定資産合計 3,609,010 3,227,001

資産合計 22,309,859 24,125,844

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,180,692 9,308,237

短期借入金 3,270,000 4,270,000

未払金 1,483,529 1,500,038

未払法人税等 258,780 226,309

賞与引当金 98,500 103,200

役員賞与引当金 － 17,000

その他 194,813 230,773

流動負債合計 13,486,316 15,655,558

固定負債   

退職給付引当金 178,318 170,842

その他 259,680 248,643

固定負債合計 437,999 419,486

負債合計 13,924,315 16,075,044
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,988,097 1,988,097

資本剰余金 1,931,285 1,931,285

利益剰余金 4,463,731 4,144,241

自己株式 △287 △287

株主資本合計 8,382,827 8,063,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,845 △12,538

繰延ヘッジ損益 871 －

評価・換算差額等合計 2,716 △12,538

純資産合計 8,385,544 8,050,799

負債純資産合計 22,309,859 24,125,844
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 33,507,054

売上原価 29,351,818

売上総利益 4,155,236

販売費及び一般管理費 3,575,047

営業利益 580,189

営業外収益  

受取利息 2,201

受取配当金 2,851

持分法による投資利益 85,586

その他 16,057

営業外収益合計 106,697

営業外費用  

支払利息 23,309

その他 4,426

営業外費用合計 27,736

経常利益 659,150

特別利益  

貸倒引当金戻入額 201

特別利益合計 201

特別損失  

固定資産除却損 3,632

出資金評価損 9,900

特別損失合計 13,532

税金等調整前四半期純利益 645,819

法人税、住民税及び事業税 254,132

法人税等調整額 △18,347

法人税等合計 235,785

四半期純利益 410,034
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31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 645,819

減価償却費 46,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,157

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,475

受取利息及び受取配当金 △5,052

支払利息 23,309

持分法による投資損益（△は益） △85,586

出資金評価損 9,900

売上債権の増減額（△は増加） 138,821

信託受益権の増減額（△は増加） 516,914

破産更生債権等の増減額（△は増加） 19,044

たな卸資産の増減額（△は増加） 139,261

未収入金の増減額（△は増加） △218,481

仕入債務の増減額（△は減少） △1,127,673

未払金の増減額（△は減少） △23,125

その他 △47,412

小計 15,526

利息及び配当金の受取額 14,911

利息の支払額 △20,567

法人税等の支払額 △221,960

営業活動によるキャッシュ・フロー △212,089

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 △500,000

定期預金の払戻による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △75,606

無形固定資産の取得による支出 △30,029

投資有価証券の取得による支出 △4,904

関係会社株式の取得による支出 △215,121

短期貸付金の回収による収入 17,350

保険積立金の積立による支出 △2,829

長期前払費用の取得による支出 △14,750

その他 △7,794

投資活動によるキャッシュ・フロー △333,684

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 9,950,000

短期借入金の返済による支出 △10,950,000

配当金の支払額 △90,354

その他 △729

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,091,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,636,857

現金及び現金同等物の期首残高 3,494,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,858,103
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年８

月31日まで）は、「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20年８

月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

   前中間連結会計期間（平成20年３月１日～８月31日）  

  

  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日   

  至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％） 

Ⅰ 売上高 32,800,680 100.0

Ⅱ 売上原価 28,621,373 87.3

   売上総利益 4,179,306 12.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 １．荷造運搬費 1,443,099

 ２．貸倒引当金繰入額 19,744

 ３．報酬・給与・手当 908,050

 ４．賞与引当金繰入額 92,450

 ５．退職給付費用 12,561

 ６．福利厚生費 128,003

 ７．減価償却費 47,651

 ８．不動産賃借料 233,173

 ９．その他 730,866 3,615,601 11.0

   営業利益 563,705 1.7

Ⅳ 営業外収益 

 １．受取利息 1,174

 ２．受取配当金 2,788

 ３．受取賃貸料 4,191

 ４．受取役務提供料 3,522

 ５．受取保険金 5,585

 ６．その他 6,329 23,592 0.1

Ⅴ 営業外費用 

 １．支払利息 23,649

 ２．手形売却損 4,771

 ３．その他 5,692 34,113 0.1

   経常利益 553,183 1.7
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日   

  至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％） 

Ⅵ 特別利益               

 １．貸倒引当金戻入益 430 430 0.0

Ⅶ 特別損失 

 １．固定資産売却損 260

 ２．固定資産除却損 132

 ３．投資有価証券評価損 24,876

 ４．リース契約解約損 149

 ５．持分変動によるみなし売却 

   損 
797 26,216 0.1

   税金等調整前中間純利益 527,398 1.6

   法人税、住民税及び事業税 219,849

   法人税等調整額 16,183 236,033 0.7

   中間純利益 291,365 0.9
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 当社は、平成21年９月７日開催の取締役会において、当社の連結子会社を設立し、当該連結子会社が、他社から事

業の譲受けをすることを決議いたしました。 

（１）重要な子会社等の設立 

  ①設立の目的 

   当企業グループは、ペット関連事業が昨今の不況下にもかかわらず、市場拡大していることから、より一層の

事業拡大を志向しており、株式会社マーク産業から事業譲渡を受けるため、新会社を設立するものであります。

   この新会社設立により、当企業グループは、ペットフード・用品の専門卸売業者として、提案型営業並びにサ

ービスの拡充が促進されるとともに、北海道から沖縄まで当企業グループの販売網を使った事業展開等、相互の

シナジー効果が見込まれますので、より一層の業容の拡大を目指すことができます。 

   ②設立する会社の概要 

   ア．商号       株式会社マーク産業 

   イ．所在地      兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号 

   ウ．事業内容     ペットフード・用品及び動物用薬品等の販売事業等 

   エ．設立年月日    平成21年９月７日 

   オ．代表者      代表取締役会長 高橋 良一 

              代表取締役社長 小山 勝巳  

   カ．資本金の額    90百万円 

   キ．発行済株式総数  1,800株 

   ク．取得する株式の数 1,800株 

   ケ．株主構成     当社 100％ 

   コ．事業年度の末日  ２月末日 

  

（２）重要な事業の譲受 

  ①事業の譲受けの目的 

   近畿圏を中心に広くペットフード・用品の卸売業を行っている株式会社マーク産業は、ペットフード・用品の

卸売業者として、地域に密着した有力企業として取引先より高い信頼を得て、磐石の経営基盤を確立し今日に至

っております。 

   株式会社マーク産業の事業を譲受けることにより、ペットフード・用品の専門卸売業者として、提案型営業並

びにサービスの拡充が促進されるとともに、北海道から沖縄まで当社グループの販売網を使った事業展開等、相

互のシナジー効果が見込まれますので、より一層の業容の拡大を目指すことができます。 

  ②事業の譲受け先 

   株式会社マーク産業 

  ③譲受け事業の内容 

   ペットフード・用品及び動物用薬品等の販売事業等 

  ④相手会社の概要 

   ア．商号    株式会社マーク産業 

   イ．所在地   大阪府八尾市久宝寺６丁目７番19号 

   ウ．事業内容  ペットフード・用品及び動物用薬品等の販売事業等 

   エ．代表者   代表取締役社長 小山 勝巳 

   オ．資本金の額 32百万円 

  ⑤譲受ける資産・負債の額 

   ア．棚卸資産     420百万円 

     平成21年９月30日時点の棚卸資産を基準としているため、変動する可能性があります。 

   イ．有形固定資産   446百万円 

     有形固定資産のうち、不動産については当社が譲受け、当該連結子会社の株式会社マーク産業に賃貸しま

す。 

   ウ．無形固定資産   70百万円 

   エ．投資その他の資産 89百万円 

     このうち投資有価証券については、平成21年９月30日時点の価額を基準としているため、変動する可能性

があります。 

  ⑥譲受け価額 

   1,025百万円（概算） 

   棚卸資産及び投資有価証券の計算結果により、変動する可能性があります。 

６．その他の情報
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  ⑦譲受けの時期 

   平成21年10月１日  

エコートレーディング㈱（7427）平成22年２月期　第２四半期決算短信

― 13 ―


	サマリー
	バインダ1
	定性的情報
	XBRL
	注記～




