
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  10,506  △4.1  221  △48.9  447  △30.1  256  △30.5

22年３月期第１四半期  10,953  5.0  433  47.9  640  30.2  369  31.3

  
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 

23年３月期第１四半期  12  72  －      

22年３月期第１四半期  18  30  －      

  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 

23年３月期第１四半期  21,665  14,476  66.8  717  32

22年３月期  21,649  14,771  68.2  731  89

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 14,476百万円 22年３月期 14,771百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      24 00  24  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      25 00  25  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  21,766  0.7  745  △10.1  1,122  △7.4  638  △8.1  31  61

通期  43,500  1.8  1,675  3.0  2,440  1.3  1,389  1.8  68  82



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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

なる条件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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想

に関する定性的情報」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 20,214,480株 22年３月期 20,214,480株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 32,605株 22年３月期 32,447株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 20,181,975株 22年３月期１Ｑ 20,182,666株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）におけるわが国経済は、一部に回復基調が

見られるものの、依然として雇用環境には改善が見られず、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移いたしま

した。 

 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み、販売の増強に取り

組んでまいりました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は105億06百万円（対前年同期比95.9％）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、ステンレスボトル、レジャー用小物用品等の売上高減少により28億70百万円（対前年同

期比91.5％）となりました。 

「キッチン用品」は、タジン鍋をはじめとした土鍋等の売上高増加により34億96百万円（対前年同期比101.0％）

となりました。 

「サニタリー用品」は、健康用品小物、歩数計等の売上高減少により15億77百万円（対前年同期比96.5％）とな

りました。 

「収納用品」は、玄関用小物用品、座椅子等の売上高減少により10億18百万円（対前年同期比96.2％）となりま

した。 

「シーズン用品他」は、梅酒瓶、クーラーボックス等の売上高減少により15億43百万円（対前年同期比92.9％）

となりました。 

 報告セグメント別売上高につきましては、「北海道・東北」が６億36百万円、「関東」が52億91百万円、「中部」

が８億82百万円、「近畿」が22億39百万円、「中四国・九州」が14億50百万円、その他５百万円となっております。

 損益面では、営業利益は２億21百万円（対前年同期比51.1％）、経常利益は４億47百万円（対前年同期比

69.9％）、四半期純利益は２億56百万円（対前年同期比69.5％）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金、保有株式の株価の低迷等により投資有価証券等は減少したも

のの、たな卸資産の増加等により、前期末比16百万円増の216億65百万円となりました。有利子負債は、季節資金の

借入れにより６億50百万円となりました。純資産は、四半期純利益を２億56百万円計上いたしましたが、配当金の支

払い、保有株式の株価の低迷等によりその他有価証券評価差額金が減少したこと等により、前期末比２億94百万円減

の144億76百万円となり、自己資本比率は66.8％となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は、平成22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１四半期累計期間の業績は業績予想と比較して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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これによる影響はありません。 

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,327,535 2,577,682

受取手形及び売掛金 9,419,083 9,358,136

商品 2,647,879 2,272,470

その他 426,481 487,099

流動資産合計 14,820,980 14,695,389

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,327,739 2,356,854

土地 2,441,516 2,441,516

その他（純額） 224,422 239,277

有形固定資産合計 4,993,678 5,037,647

無形固定資産 103,932 104,268

投資その他の資産   

投資有価証券 1,152,984 1,254,966

その他 643,597 601,069

貸倒引当金 △49,354 △43,806

投資その他の資産合計 1,747,228 1,812,229

固定資産合計 6,844,839 6,954,145

資産合計 21,665,819 21,649,534

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,930,536 4,851,344

短期借入金 650,000 －

未払法人税等 198,656 614,844

賞与引当金 113,073 263,069

その他 687,290 540,063

流動負債合計 6,579,556 6,269,321

固定負債   

退職給付引当金 183,871 183,032

役員退職慰労引当金 422,460 418,210

その他 3,005 7,969

固定負債合計 609,336 609,211

負債合計 7,188,893 6,878,532
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 1,269,032 1,269,020

利益剰余金 11,503,413 11,731,069

自己株式 △13,418 △13,315

株主資本合計 14,465,026 14,692,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,899 77,749

繰延ヘッジ損益 － 478

評価・換算差額等合計 11,899 78,227

純資産合計 14,476,926 14,771,001

負債純資産合計 21,665,819 21,649,534
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 10,953,030 10,506,113

売上原価 8,872,134 8,670,038

売上総利益 2,080,896 1,836,075

販売費及び一般管理費 1,647,680 1,614,631

営業利益 433,215 221,443

営業外収益   

受取利息 286 286

受取配当金 11,704 11,915

仕入割引 174,048 180,212

その他 23,335 39,959

営業外収益合計 209,375 232,373

営業外費用   

支払利息 824 420

その他 1,610 5,852

営業外費用合計 2,435 6,272

経常利益 640,155 447,543

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,607 －

固定資産売却益 － 454

特別利益合計 1,607 454

特別損失   

固定資産除却損 － 34

特別損失合計 － 34

税引前四半期純利益 641,762 447,963

法人税等 272,327 191,251

四半期純利益 369,434 256,712
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 641,762 447,963

減価償却費 45,807 44,677

貸倒引当金の増減額（△は減少） △407 5,548

賞与引当金の増減額（△は減少） △104,334 △149,996

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △80,000 △70,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △836 839

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,418 4,250

受取利息及び受取配当金 △11,991 △12,201

支払利息 824 420

有形固定資産売却損益（△は益） － △454

有形固定資産除却損 － 34

売上債権の増減額（△は増加） △689,863 △60,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △524,633 △375,409

仕入債務の増減額（△は減少） 720,587 79,192

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,434 △13,645

その他 434,470 277,982

小計 442,371 178,255

利息及び配当金の受取額 12,399 12,388

利息の支払額 △3,079 △1,628

法人税等の支払額 △562,030 △592,960

営業活動によるキャッシュ・フロー △110,340 △403,945

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 △181,600 △6,253

有形固定資産の売却による収入 － 600

投資有価証券の取得による支出 △8,430 △8,932

貸付金の回収による収入 4,785 2,529

敷金及び保証金の差入による支出 △10,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 314

投資活動によるキャッシュ・フロー △195,245 △11,742

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） 1,200,000 650,000

自己株式の取得による支出 △84 △135

自己株式の売却による収入 － 44

配当金の支払額 △484,386 △484,368

財務活動によるキャッシュ・フロー 715,529 165,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 409,943 △250,146

現金及び現金同等物の期首残高 1,779,569 2,577,682

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,189,513 2,327,535
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  品目別売上高の状況   

   

  

  

（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

４．補足情報

  
前第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） 

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22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 3,136  28.6 2,870 27.3  △265

キッチン用品  3,462  31.6 3,496 33.3  33  

サニタリー用品 1,634 14.9 1,577 15.0   △56

収納用品 1,059 9.7 1,018 9.7  △40

シーズン用品他 1,660 15.2 1,543 14.7  △117

合計 10,953 100.0  10,506 100.0  △446
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