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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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3月期第2四半期 302,276 4.7 466 ― 2,391 80.1 1,008 164.8
21年3月期第2四半期 288,625 ― △489 ― 1,328 ― 381 ―

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2四半期 13.44 ―

21年3月期第2四半期 5.08 ―

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2四半期 190,591 44,362 23.3 591.11
21年3月期 183,757 43,379 23.6 577.97

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  44,362百万円 21年3月期  43,379百万円

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3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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  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

通期 582,000 2.2 △200 ― 3,400 46.9 640 212.2 8.52

1



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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、現況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４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。 

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2四半期 79,301,124株 21年3月期  79,301,124株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,252,589株 21年3月期  4,246,456株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 75,051,148株 21年3月期第2四半期 75,060,338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、一部に景気底打ちの兆しが見られるものの、昨年度からの世

界的な金融・経済危機にともなう景気停滞局面の中、設備投資の減少や雇用環境が悪化し、先行きの不透明感は続

いております。 

また、当社グループの取扱商品である家庭用消耗品も、実態経済の悪化から消費者の先行きに対する不安により

生活防衛意識が高まり、価格競争が一層強まるなど経営環境は引き続き厳しい状況となっております。 

  

このような状況の中、当社グループは引き続き、収益力の向上と財務体質の強化に取り組んでまいりました。 

営業戦略につきましては、急速に規模の拡大と広域化を進めてきております小売業様に対応するため、平成21年

４月１日より東日本と西日本の営業統括本部を設置し、営業体制の強化を図るとともに、販売・店頭マーケティン

グの機能強化とグループ経営によるカテゴリーマネジメントの機能強化を行ってまいりました。 

販売・店頭マーケティングの機能強化の取り組みといたしましては、「株式会社インストアマーケティング」が

持つ小売業様の店頭情報をＷｅｂ上で小売業様・メーカー様・当社グループの３社が共有し、ＰＯＳデータととも

に店頭管理の共有認識を行う「ＷＥＢ－ＲＩＳＭ」の機能を活用することにより店頭の活性化を図り、販促工房が

作成するイージーオーダー感覚の販促物を小売業様に提供することにより店頭の活性化を推進してまいりました。

さらに、マス広告と店頭化を融合させた統合プロモーションを提案し、小売業様に対して店頭活動の効果を高める

ための総合的な営業提案活動を行ってまいりました。 

 また、消費者の購買意識の変化に対応するために、当社の出資会社である株式会社アドグッドが開発したプライ

ベートブランド商品を小売業様に展開してまいりました。 

  物流戦略といたしましては、関東地区における物流の集約化・効率化を図るために、神奈川に２箇所目となる横

浜センターを９月から稼動いたしました。また、倉庫内のピッキング効率と標準化を図るために、高精度でかつ効

率的なカートピッキングシステム「ＡｉＭＡＳ」の導入を開始しております。 

  財務戦略といたしましては、拠点の統廃合により遊休資産となった物件の売却および売上債権の流動化を行い、

引き続き資産の圧縮を進めてまいりました。 

 以上のような収益力拡大のための活動に加えて、ローコストな経営体制を構築していくために経費削減の施策と

して、前述しました物流センターの集約化、倉庫内の業務効率化を中心にした「物流関連費用の削減」、営業活動

には直接影響しない固定費である「社内インフラコストの削減」および「システム統合による業務の標準化・効率

化」を進めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は302,276百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は466

百万円（前年同期△489百万円）、経常利益は2,391百万円（前年同期比80.1％増）、四半期純利益は1,008百万円

（前年同期比164.8％増）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間が増収増益で推移しておりますのは、連結売上高が前年同期比で4.7％増加したことに

ともない、売上総利益についても前年同期比で5.9％増加し、一方、販売費および一般管理費については、売上対比

で前年同期比0.2％減少したことによるものであります。営業外収益につきましては仕入割引が前年同期比で4.7％増

加し、営業外費用では支払利息が前年同期比で3.7％減少いたしました。また、遊休不動産等の売却を行ったことに

より特別損失に固定資産売却損として74百万円を計上しております。 

  

  

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
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   当第２四半期連結累計期間末の資産合計は190,591百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,833百万円の増

加となりました。 

   資産の部では、流動資産は131,457百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,093百万円の増加となりまし

た。これは主に現金および預金が970百万円、受取手形および売掛金が1,773百万円、仕入前渡金213百万円、未収入

金4,128百万円が増加したことによるものであります。 

   固定資産は59,134百万円となり、前連結会計年度末と比較して260百万円の微減となりました。 

   負債の部では、流動負債は120,687百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,817百万円の増加となりまし

た。これは主に支払手形および買掛金が3,435百万円、短期借入金1,247百万円、未払金702百万円、未払法人税等

642百万円が増加したことによるものであります。 

   固定負債は25,541百万円となり、前連結会計年度末と比較して965百万円の減少となりました。これは主に長期借

入金が1,552百万円減少し、リース債務が383百万円増加したことによるものであります。 

   純資産の部は44,362百万円となり、前連結会計年度末と比較して982百万円の微増となり、自己資本比率は23.3％

となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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、税金等調整前四半期純

利益が2,251百万円（前年同期1,137百万円増）により、9,092百万円（前年同期957百万円増）となりました。 

 当第２四半期連結累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） 

 営業活動による資金の増加は2,508百万円の増加（前年同期791百万円増）であります。これは税金等調整前四半

期純利益が2,251百万円でありましたが、売上債権が1,773百万円の増加（前年同期3,494百万円減）ならびに仕入債

務が3,221百万円の増加（前年同期1,751百万円減）、法人税等の支払額が805百万円（前年同期239百万円増）が主

な要因になっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は704百万円（前年同期466百万円減）であります。これは有形固定資産の取得による

支出575百万円（前年同期98百万円減）、無形固定資産の取得による支出310百万円（前年同期16百万円減）および

有形固定資産の売却による収入93百万円（前年同期145百万円減）が主な要因になっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は749百万円（前年同期118百万円減）であります。短期借入金の純増額1,205百万円

（前年同期2,589百万円増）、長期借入による収入2,500百万円（前年同期2,950百万円減）および長期借入金の返済

による支出4,010百万円（前年同期313百万円減）が主な要因になっております。  

  

   昨年来から続いております消費不況による当社グループの取扱商品である家庭用消耗品の単価下落や小売業様の

低単価なプライベート商品への移行、そして改正薬事法による業態変化等、依然厳しい経済環境が続くものと予想

しております。このような環境の中、売上総利益率の改善や販売費のコスト削減に努めてまいります。 

 通期業績予想につきましては、平成21年11月12日に業績予想の修正を行っております。詳細につきましては、業

績修正に関するお知らせを参照願います。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,019 9,049

受取手形及び売掛金 72,141 70,367

商品及び製品 26,069 26,429

繰延税金資産 1,054 901

その他 22,422 17,855

貸倒引当金 △250 △240

流動資産合計 131,457 124,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,589 17,973

土地 20,544 20,710

その他（純額） 5,340 4,919

有形固定資産合計 43,474 43,604

無形固定資産   

のれん 3,280 3,752

その他 2,093 2,080

無形固定資産合計 5,373 5,832

投資その他の資産   

投資有価証券 4,519 4,053

繰延税金資産 2,836 2,929

その他 3,182 3,329

貸倒引当金 △252 △355

投資その他の資産合計 10,285 9,957

固定資産合計 59,134 59,394

資産合計 190,591 183,757
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 53,798 50,363

短期借入金 53,278 52,030

未払法人税等 1,528 885

賞与引当金 1,743 1,410

役員賞与引当金 17 38

その他 10,321 9,141

流動負債合計 120,687 113,870

固定負債   

社債 20 30

長期借入金 13,288 14,841

繰延税金負債 1,063 1,063

退職給付引当金 7,195 7,064

役員退職慰労引当金 898 848

負ののれん 4 36

その他 3,070 2,622

固定負債合計 25,541 26,507

負債合計 146,229 140,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 23,314 23,314

利益剰余金 17,445 16,736

自己株式 △1,368 △1,366

株主資本合計 44,390 43,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28 △304

評価・換算差額等合計 △28 △304

純資産合計 44,362 43,379

負債純資産合計 190,591 183,757
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 288,625 302,276

売上原価 251,786 263,280

売上総利益 36,838 38,996

販売費及び一般管理費 37,328 38,529

営業利益又は営業損失（△） △489 466

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 44 43

仕入割引 2,144 2,244

負ののれん償却額 31 31

その他 285 300

営業外収益合計 2,511 2,625

営業外費用   

支払利息 534 514

その他 159 185

営業外費用合計 693 700

経常利益 1,328 2,391

特別利益   

固定資産売却益 15 1

貸倒引当金戻入額 － 9

その他 3 1

特別利益合計 19 12

特別損失   

固定資産売却損 54 74

投資有価証券売却損 4 4

投資有価証券評価損 122 7

その他 51 67

特別損失合計 233 152

税金等調整前四半期純利益 1,113 2,251

法人税、住民税及び事業税 872 1,441

法人税等調整額 △140 △199

法人税等合計 732 1,242

四半期純利益 381 1,008
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 1,113 2,251

減価償却費 1,306 1,377

のれん償却額 439 439

賞与引当金の増減額（△は減少） 355 332

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △92

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 50

受取利息及び受取配当金 △49 △49

支払利息 535 514

固定資産売却益 △15 －

固定資産売却損 54 －

固定資産売却損益（△は益） － 72

投資有価証券売却損 4 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 3

投資有価証券評価損 122 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 7

売上債権の増減額（△は増加） △5,685 △1,773

たな卸資産の増減額（△は増加） △482 359

仕入債務の増減額（△は減少） 4,973 3,221

その他 492 △3,047

小計 3,178 3,800

利息及び配当金の受取額 49 49

利息の支払額 △466 △536

法人税等の支払額 △1,044 △805

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,716 2,508

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 △225 △85

定期預金の払戻による収入 102 157

有形固定資産の取得による支出 △673 △575

有形固定資産の売却による収入 239 93

無形固定資産の取得による支出 △327 △310

投資有価証券の取得による支出 △198 △90

投資有価証券の売却による収入 16 39

その他 △103 67

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,170 △704
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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） △1,384 1,205

長期借入れによる収入 5,450 2,500

長期借入金の返済による支出 △4,324 △4,010

社債の償還による支出 △142 △24

配当金の支払額 △450 △301

その他 △17 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △868 △749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322 1,054

現金及び現金同等物の期首残高 8,457 8,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,134 9,092
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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） 

 当連結グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売及び小売を営んでおりますが、全セグメントの売上高の合

計、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める卸売事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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在外支店がないため、該当事項はありません。  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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） 

 海外売上高はないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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 （注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品販売実績 

 （注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

６．その他の情報

    

  

（１）仕入及び販売の状況  

① 商品仕入実績  

当第２四半期連結累計期間における商品の事業部門別仕入実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円）

事業部門 主要商品
当第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 

  

前年同期比

      ％ 

パーソナル・ヘルス・化粧品部門 
化粧品・装粧品・石鹸入浴剤・オ

ーラルケア 
 72,668  103.9

洗剤部門 
衣料用洗剤・台所洗剤・食器洗

剤・住居用洗剤 
 35,592  100.6

家庭用品部門 
台所用雑貨・住居用雑貨・生活用

雑貨・芳香剤・防虫剤・殺虫剤 
 43,480  113.0

紙・衛生用品部門 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 63,765  108.4

電気関連用品部門 
乾電池・記録メディア・照明用

品・電気応用品・ＯＡ用品 
 5,477  91.2

その他 
ペット用品・文具・レジャー用

品・食品・カー用品・園芸用品 
 41,937  96.1

合計  262,920  104.2

当第２四半期連結累計期間における商品の事業部門別販売実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円）

事業部門 主要商品
当第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 

  

前年同期比

      ％ 

パーソナル・ヘルス・化粧品部門 
化粧品・装粧品・石鹸入浴剤・オ

ーラルケア 
 85,678  106.4

洗剤部門 
衣料用洗剤・台所洗剤・食器洗

剤・住居用洗剤 
 38,671  101.7

家庭用品部門 
台所用雑貨・住居用雑貨・生活用

雑貨・芳香剤・防虫剤・殺虫剤 
 50,581  114.8

紙・衛生用品部門 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 69,443  105.1

電気関連用品部門 
乾電池・記録メディア・照明用

品・電気応用品・ＯＡ用品 
 5,765  87.6

その他 
ペット用品・文具・レジャー用

品・食品・カー用品・園芸用品 
 52,135  97.6

合計  302,276  104.7
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（２）設備の状況  

① 主要な設備の状況 

 当第２四半期連結累計期間において、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２四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画

はありません。 
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