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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 307,426 1.7 28 △93.9 2,008 △16.0 412 △59.1
22年3月期第2四半期 302,276 4.7 466 ― 2,391 80.1 1,008 164.8

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2四半期 5.49 ―
22年3月期第2四半期 13.44 ―

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2四半期 194,293 44,530 22.9 593.40
22年3月期 183,235 44,751 24.4 596.32

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  44,530百万円 22年3月期  44,751百万円

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   

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 595,000 0.9 △130 ― 3,900 0.3 1,000 △22.8 13.33



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、〔添付資料〕Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 79,301,124株 22年3月期  79,301,124株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,258,977株 22年3月期  4,256,010株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 75,043,657株 22年3月期2Q 75,051,148株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策などにより、企業収益に一部持ち直しの動

きが見られるものの、雇用情勢の冷え込み、円高基調の為替相場、株安、デフレ経済の長期化等、引き続き先行き

不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループの取扱商品も、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向、低価格志向

は継続しており、厳しい経営環境が続いており、当第２四半期連結累計期間における売上高は307,426百万円、営

業利益は28百万円、経常利益は2,008百万円、四半期純利益は412百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業成績は、売上高は前年同期比で1.7％増加いたしましたが、売上総利益

率が前年同期比で0.3％低下いたしました。これはデフレの継続による納入価格の低下や前期発生いたしましたイ

ンフルエンザ関係の高粗利商品の売上減によるものであります。 

 販売費及び一般管理費につきましては、売上高の増加にともない若干増加いたしましたが低い伸び率で抑えるこ

とができました。営業外収益につきましては、雑収入が前年同期と比較して22百万円増加し、営業外費用では支払

利息が前年同期と比較して72百万円減少いたしました。また、特別損失に資産除去債務の会計基準の適用にともな

う影響額として261百万円を計上いたしました。 

  

カテゴリー別売上実績 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

   当第２四半期連結累計期間におけるカテゴリー別売上実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円） 

カテゴリー 主要商品 
当第２四半期連結累計期間   

自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日 

前年同期比 

      ％ 

Health & Beauty 
化粧品・装粧品・石鹸・入浴剤・

オーラルケア 
 87,889  －

トイレタリー 

衣料用洗剤・台所用洗剤・食器用

洗剤・住居用洗剤・芳香剤・防虫

剤・殺虫剤・乾電池・記録メディ

ア・照明用品・電気応用品・ＯＡ

用品・文具・食品・カー用品 

 85,320  －

紙製品 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 65,754  －

家庭用品 
台所用雑貨・住居用雑貨・生活用

雑貨・レジャー用品・園芸用品 
 20,678  －

ペット用品・その他 ペット用品・その他  47,782  －

合計  307,426  －
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地区別売上実績 

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間末の資産合計は194,293百万円となり、前連結会計年度末と比較して11,058百万円の

増加となりました。 

 資産の部では、流動資産は135,984百万円となり、前連結会計年度末と比較して11,173百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金が4,607百万円、受取手形及び売掛金が4,787百万円、商品1,234百万円増加したこと

によるものであります。 

 固定資産は58,309百万円となり、前連結会計年度末と比較して115百万円の減少となりました。これは主にのれ

ん勘定が361百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部では、流動負債は113,486百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,407百万円の増加となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が1,944百万円、短期借入金が2,139百万円、賞与引当金が381百万円増加した

ことによるものであります。 

 固定負債は36,275百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,870百万円の増加となりました。これは主に長

期借入金が6,068百万円、資産除去債務が690百万円増加したことによるものであります。 

 純資産の部は44,530百万円となり、前連結会計年度末と比較して220百万円の微減となり、自己資本率は22.9％

となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

  通期の業績予想につきましては、今後もデフレが継続することにより引き続き厳しい環境が続くものと考えてお

ります。このような環境下において、営業面においては引き続き得意先様の店頭活性化に取り組み売上の拡大を図

るとともに、物流面については倉庫内作業の標準化とさらなるローコスト化を進め、経費面については、営業活動

に直接影響しない固定費を中心に削減してまいります。 

  このような戦略を実施してまいりますが、厳しい環境が継続すると予想されることと、また第２四半期累計期間

の売上総利益率の減少をカバーすることが難しいとの判断から、前回発表いたしました業績予想を修正しておりま

す。 

 詳細につきましては、平成22年11月10日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

 当第２四半期連結累計期間における地区別売上実績は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

地区 
当第２四半期連結累計期間   

自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日 

前年同期比 

    ％ 

北海道地区  26,744  －

東北地区   29,112  －

関東地区  99,480  －

中部地区   52,454  －

関西地区  44,764  －

中四国地区  24,011  －

九州地区  30,858  －

合計  307,426  －
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）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 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ30百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、292百万円

減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は696百万円であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,850 8,242

受取手形及び売掛金 72,820 68,033

商品及び製品 28,281 27,046

繰延税金資産 1,066 922

その他 21,200 20,810

貸倒引当金 △235 △245

流動資産合計 135,984 124,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,557 17,518

土地 20,182 20,146

その他（純額） 5,932 5,126

有形固定資産合計 43,673 42,790

無形固定資産   

のれん 2,557 2,918

その他 2,110 2,092

無形固定資産合計 4,668 5,010

投資その他の資産   

投資有価証券 4,349 4,677

繰延税金資産 2,553 2,841

その他 3,310 3,361

貸倒引当金 △245 △257

投資その他の資産合計 9,967 10,623

固定資産合計 58,309 58,424

資産合計 194,293 183,235
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 55,410 53,465

短期借入金 44,422 42,283

未払法人税等 1,192 1,361

賞与引当金 1,802 1,420

役員賞与引当金 17 66

その他 10,641 10,481

流動負債合計 113,486 109,078

固定負債   

長期借入金 23,071 17,003

繰延税金負債 1,063 1,063

退職給付引当金 7,376 7,354

役員退職慰労引当金 443 930

その他 4,320 3,052

固定負債合計 36,275 29,404

負債合計 149,762 138,483

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 17,768 17,731

自己株式 △1,370 △1,369

株主資本合計 44,711 44,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △181 75

評価・換算差額等合計 △181 75

純資産合計 44,530 44,751

負債純資産合計 194,293 183,235
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 302,276 307,426

売上原価 263,280 268,537

売上総利益 38,996 38,888

販売費及び一般管理費 38,529 38,860

営業利益 466 28

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 43 52

仕入割引 2,244 2,234

負ののれん償却額 31 －

その他 300 328

営業外収益合計 2,625 2,620

営業外費用   

支払利息 514 442

その他 185 197

営業外費用合計 700 639

経常利益 2,391 2,008

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 9 18

保険解約返戻金 － 126

その他 1 0

特別利益合計 12 144

特別損失   

固定資産売却損 74 29

投資有価証券売却損 4 4

投資有価証券評価損 7 60

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

その他 67 70

特別損失合計 152 427

税金等調整前四半期純利益 2,251 1,725

法人税、住民税及び事業税 1,441 1,097

法人税等調整額 △199 215

法人税等合計 1,242 1,313

少数株主損益調整前四半期純利益 － 412

四半期純利益 1,008 412
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 2,251 1,725

減価償却費 1,377 1,483

のれん償却額 439 361

賞与引当金の増減額（△は減少） 332 381

貸倒引当金の増減額（△は減少） △92 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 130 21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 50 △487

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

受取利息及び受取配当金 △49 △57

支払利息 514 442

固定資産売却損益（△は益） 72 29

投資有価証券売却損益（△は益） 3 4

投資有価証券評価損益（△は益） 7 60

売上債権の増減額（△は増加） △1,773 △4,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 359 △1,234

仕入債務の増減額（△は減少） 3,221 2,261

その他 △3,047 △708

小計 3,800 △262

利息及び配当金の受取額 49 60

利息の支払額 △536 △444

法人税等の支払額 △805 △1,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,508 △1,867

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 △85 △506

定期預金の払戻による収入 157 370

有形固定資産の取得による支出 △575 △842

有形固定資産の売却による収入 93 60

無形固定資産の取得による支出 △310 △350

投資有価証券の取得による支出 △90 △84

投資有価証券の売却による収入 39 19

その他 67 88

投資活動によるキャッシュ・フロー △704 △1,246

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） 1,205 1,495

長期借入れによる収入 2,500 11,500

長期借入金の返済による支出 △4,010 △4,786

社債の償還による支出 △24 △10

配当金の支払額 △301 △376

その他 △118 △183

財務活動によるキャッシュ・フロー △749 7,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,054 4,524

現金及び現金同等物の期首残高 8,037 7,294

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,092 11,818
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該当事項はありません。  

  

  

事業の種類別セグメント情報 

前第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。 

  

所在地別セグメント情報 

前第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） 

 当第２四半期連結累計期間において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。 

  

海外売上高 

前第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） 

 当第２四半期連結累計期間において海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

セグメント情報  

 当社グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売業を主たる事業とする単一セグメントあるため、記載を省略して

おります。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 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

（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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