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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,282 12,901

売掛金 7,547 8,013

商品 39,379 39,413

原材料及び貯蔵品 64 70

その他 11,384 12,290

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 71,648 72,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,842 16,212

その他（純額） 10,983 10,956

有形固定資産合計 27,826 27,169

無形固定資産   

のれん 2,172 2,308

その他 4,113 4,149

無形固定資産合計 6,285 6,458

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,235 13,209

その他 10,575 10,742

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 23,806 23,947

固定資産合計 57,918 57,574

資産合計 129,566 130,253



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,400 35,734

短期借入金 3,387 3,410

未払法人税等 1,597 3,937

役員賞与引当金 18 －

ポイント引当金 1,266 1,257

その他 6,452 5,826

流動負債合計 48,122 50,166

固定負債   

長期借入金 6,623 7,470

退職給付引当金 646 624

役員退職慰労引当金 215 211

資産除去債務 1,496 －

その他 2,165 2,437

固定負債合計 11,147 10,744

負債合計 59,270 60,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金 7,409 7,409

利益剰余金 65,791 64,830

自己株式 △3,601 △3,601

株主資本合計 73,530 72,569

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31 40

土地再評価差額金 △3,266 △3,266

評価・換算差額等合計 △3,234 △3,226

純資産合計 70,295 69,343

負債純資産合計 129,566 130,253



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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

売上高 61,786 86,264

売上原価 47,408 67,025

売上総利益 14,378 19,238

販売費及び一般管理費 10,676 15,066

営業利益 3,701 4,171

営業外収益   

受取利息 22 21

受取配当金 2 4

固定資産受贈益 36 25

受取手数料 － 37

その他 18 22

営業外収益合計 80 110

営業外費用   

支払利息 0 12

租税公課 3 －

その他 － 0

営業外費用合計 3 12

経常利益 3,778 4,269

特別利益   

受取補償金 11 －

貸倒引当金戻入額 0 0

その他 0 0

特別利益合計 12 0

特別損失   

固定資産除却損 14 4

賃貸借契約解約損 9 25

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 623

その他 － 29

特別損失合計 24 682

税金等調整前四半期純利益 3,766 3,587

法人税等 1,571 1,681

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,906

四半期純利益 2,194 1,906



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 3,766 3,587

減価償却費 571 948

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13 18

ポイント引当金の増減額（△は減少） 27 9

受取利息及び受取配当金 △25 △25

支払利息 0 12

固定資産除却損 14 4

売上債権の増減額（△は増加） △301 466

たな卸資産の増減額（△は増加） 883 39

未収入金の増減額（△は増加） 1,147 1,172

仕入債務の増減額（△は減少） △360 △334

未払消費税等の増減額（△は減少） 234 157

その他 498 930

小計 6,483 7,013

利息及び配当金の受取額 3 13

利息の支払額 － △12

法人税等の支払額 △3,284 △3,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,202 3,362

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 △983 △972

無形固定資産の取得による支出 △67 △15

貸付けによる支出 △129 －

貸付金の回収による収入 － 3

敷金及び保証金の差入による支出 △216 △64

敷金及び保証金の回収による収入 25 68

その他 △150 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,522 △970

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 － 1,500

短期借入金の返済による支出 － △1,500

長期借入金の返済による支出 － △870

配当金の支払額 △912 △930

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 － △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △912 △1,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 767 580

現金及び現金同等物の期首残高 20,155 12,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,923 13,212
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