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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 17,378 △1.9 579 △11.3 790 △6.2 408 △11.4

22年3月期第2四半期 17,705 5.8 653 12.1 843 5.0 461 2.3

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2四半期 77.91 ―

22年3月期第2四半期 87.84 ―

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 15,578 9,060 58.1 1,733.90
22年3月期 15,858 8,815 55.6 1,679.89

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,055百万円 22年3月期  8,812百万円

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 ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 20.00 20.00

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 33,000 △1.3 1,200 △2.1 1,530 △2.9 840 △3.0 160.13



(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すが、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は終了しています。 

※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仮定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）３ページの「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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 5,441,568株 22年3月期  5,441,568株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  218,765株 22年3月期  195,925株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,244,491株 22年3月期2Q 5,252,639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、一部の企業業績に明るさがあるものの一段の円高・株安が進

み、国内経済の先行き不透明感は消えないまま、所得環境も好転せず、個人消費も依然として低迷するなど厳しい

状況で推移しました。 

 当流通業界におきましても、生活必需品は低価格化がやや頭打ちしながらも、依然として消費マインドは低調な

まま推移し、企業間競争が激化する厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況のもと当社グループは、卸売事業と物流関連事業への効率的な経営資源投下を行いながら、収益

性の確保に努めました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高17,378百万円(前年同期比98.1％)、営業利益579百万円

(前年同期比88.7％)、経常利益790百万円(前年同期比93.8％)、四半期純利益408百万円(前年同期比88.6％)となり

ました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの内容は次のとおりであります。 

≪卸売事業≫ 

 卸売事業におきましては、中部東海地域に物流センターを設置し当地域での新規顧客獲得と売上拡大に取り組み

ましたが、前期に取引が縮小した一部小売店の影響が上半期まで残っているため、売上高は14,671百万円(前年同

期比97.9％)となりました。 

≪物流関連事業≫ 

 物流関連事業におきましては、前半、猛暑等の天候不順による受託物流業務の取扱物量の低迷があったものの概

ね安定的に推移し、売上高は2,696百万円(前年同期比99.7％)となりました。 

≪その他の事業≫ 

 その他の事業は、売上高９百万円(前年同期比100.4％)となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は15,578百万円(前連結会計年度末比279百万円減少)となりました。

流動資産につきましては8,611百万円(前連結会計年度末比86百万円減少)となりました。主な増減の要因としまし

ては商品の減少によるものであります。固定資産は6,967百万円(前連結会計年度末比193百万円減少)となりまし

た。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債は6,517百万円(前連結会計年度末比525百万円減少)となりました。流動

負債につきましては5,401百万円(前連結会計年度末比251百円減少)となりました。主な増減の要因としましては支

払手形及び買掛金が691百万円、未払法人税等が98百万円減少した一方で短期借入金が458百万円増加したことによ

るものであります。固定負債は1,116百万円(前連結会計年度末比274百万円減少)となりました。主な増減の要因と

しましては長期借入金が297百万円減少したことによるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は9,060百万円(前連結会計年度末比245百万円増加)となりました。主

な増減の要因としましては利益剰余金が299百万円増加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における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,384百万円となり、

前連結会計年度末と比較して165百万円の増加となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によって得られた資金は102百万円(前年同期比33.2％)となりました。これは主に売上債権の減少及び

たな卸資産の減少などによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動に使用した資金は16百万円(前年同期比15.5％)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるも

のであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によって得られた資金は40百万円(前年同期比9.0％)となりました。これは主に短期借入金の借入れに

よるものであります。  

１．当四半期の連結業績等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 

通期の連結業績につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。な

おこの連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいています。実際の業績は、様々な要

因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 

   

（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 

(簡便な会計処理) 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しく変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定しております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) 

税金費用の計上基準等 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

  

（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) 

当第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。 

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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 1,578,352 1,408,971

受取手形及び売掛金 5,081,655 5,123,700

商品 1,511,926 1,629,052

その他 445,521 542,169

貸倒引当金 △6,231 △5,859

流動資産合計 8,611,224 8,698,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,582,294 1,643,862

土地 3,804,552 3,804,552

その他（純額） 271,109 286,677

有形固定資産合計 5,657,956 5,735,092

無形固定資産 93,882 86,417

投資その他の資産 1,215,602 1,338,985

固定資産合計 6,967,441 7,160,495

資産合計 15,578,665 15,858,531

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,422,531 3,114,090

短期借入金 1,820,414 1,361,878

未払法人税等 387,078 485,561

賞与引当金 94,910 51,388

その他 676,662 640,300

流動負債合計 5,401,597 5,653,219

固定負債   

長期借入金 249,232 547,040

退職給付引当金 291,910 289,042

役員退職慰労引当金 194,452 175,978

その他 380,509 378,093

固定負債合計 1,116,104 1,390,155

負債合計 6,517,702 7,043,374



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 719,530 719,530

資本剰余金 690,265 690,265

利益剰余金 8,149,004 7,849,142

自己株式 △187,927 △172,737

株主資本合計 9,370,872 9,086,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,356 52,532

土地再評価差額金 △326,649 △326,649

為替換算調整勘定 △3,759 －

評価・換算差額等合計 △315,052 △274,117

少数株主持分 5,143 3,073

純資産合計 9,060,963 8,815,156

負債純資産合計 15,578,665 15,858,531



（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）

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 17,705,798 17,378,233

売上原価 15,364,547 15,020,117

売上総利益 2,341,251 2,358,116

販売費及び一般管理費 1,688,159 1,778,803

営業利益 653,092 579,313

営業外収益   

受取利息 5,348 4,582

受取配当金 4,292 6,665

仕入割引 157,922 163,423

その他 49,847 57,523

営業外収益合計 217,411 232,195

営業外費用   

支払利息 17,283 10,745

売上割引 8,363 8,400

その他 1,698 1,367

営業外費用合計 27,345 20,513

経常利益 843,158 790,995

特別利益   

貸倒引当金戻入額 750 750

固定資産売却益 1,123 －

特別利益合計 1,873 750

特別損失   

固定資産除却損 261 319

固定資産売却損 － 209

投資有価証券売却損 － 4

投資有価証券評価損 － 886

特別損失合計 261 1,419

税金等調整前四半期純利益 844,771 790,325

法人税等 383,173 379,672

少数株主損益調整前四半期純利益 － 410,653

少数株主利益 188 2,069

四半期純利益 461,408 408,583



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 844,771 790,325

減価償却費 117,134 119,111

貸倒引当金の増減額（△は減少） 561 △352

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,267 43,521

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,474 2,868

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,860 18,473

受取利息及び受取配当金 △9,641 △11,248

支払利息 17,283 10,745

有形固定資産売却損益（△は益） △1,123 209

固定資産除却損 261 319

投資有価証券評価損益（△は益） － 886

投資有価証券売却損益（△は益） － 4

売上債権の増減額（△は増加） △492,860 42,213

たな卸資産の増減額（△は増加） 64,634 117,448

仕入債務の増減額（△は減少） △42,299 △691,646

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,486 32,279

その他 31,436 103,465

小計 561,274 578,625

利息及び配当金の受取額 6,451 7,355

利息の支払額 △17,604 △10,410

法人税等の支払額 △243,289 △473,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 306,832 102,005

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 △198,081 △101,578

定期預金の払戻による収入 298,037 168,081

有形固定資産の取得による支出 △92,191 △30,237

有形固定資産の売却による収入 1,428 600

無形固定資産の取得による支出 △25,235 △18,837

投資有価証券の取得による支出 △2,642 △2,716

投資有価証券の売却による収入 － 89

貸付けによる支出 △950 －

貸付金の回収による収入 649 737

保険積立金の積立による支出 △35,576 △37,261

保険積立金の解約による収入 17,836 36,129

出資金の払込による支出 △69,361 －

その他の支出 △1,909 △33,468

その他の収入 2,240 2,018

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,756 △16,442



（単位：千円）

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) 

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 15,300,000 8,800,000

短期借入金の返済による支出 △15,100,000 △8,300,000

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △330,420 △339,272

配当金の支払額 △105,135 △104,793

自己株式の取得による支出 △10,202 △15,190

財務活動によるキャッシュ・フロー 454,241 40,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 655,317 125,132

現金及び現金同等物の期首残高 1,534,560 1,218,461

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 40,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,189,878 1,384,430



該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報等） 

〔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) 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(１) 卸売事業・・・・・石鹸、洗剤、油脂加工品、化粧品、衛生用品、医薬部外品、日用雑貨品、紙類

及び加工紙、包装用資材等の卸売業等 

(２) 物流関連事業・・・受託物流事業、運送取扱業 

(３) その他の事業・・・不動産賃貸等 

   

〔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） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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） 

 海外売上高がないため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

  
卸売事業
（千円） 

物流関連事業
 （千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  14,992,466  2,703,837  9,495  17,705,798  －  17,705,798

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 4,439  50,063  －  54,503 (54,503)  －

計  14,996,906  2,753,900  9,495  17,760,302 (54,503)  17,705,798

営業利益  346,712  445,159  8,220  800,092 (146,999)  653,092



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社にサービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う商品・サービスについて国内及び海外の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎としたセグメントから構成されており、「卸売事業」及び「物流関連事

業」を報告セグメントとしております。 

「卸売事業」は石鹸、洗剤、油脂加工品、化粧品、衛生用品、紙類及び加工紙等の日用雑貨の卸売業、「物

流関連事業」は受託物流事業、運送取扱事業を営んでおります。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

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）  

  

  (注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含ん

でおります。 

   ２. セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。  

                           （千円） 

※全社費用は、主に提出会社の総務人事・経理財務部門の一般管理費であります。 

   ３． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

当第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。 

  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計
  

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
 (注)３ 

卸売事業 
物流関連
事業 

計

売上高               

外部顧客への 

売上高 
14,671,905 2,696,793 17,368,698 9,535 17,378,233 －  17,378,233

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

4,863 33,719 38,582 － 38,582 △38,582 － 

計 14,676,768 2,730,512 17,407,281 9,535 17,416,816 △38,582 17,378,233 

セグメント利益 242,610 501,120 743,730 8,300 752,030 △172,717 579,313 

  当第２四半期連結累計期間 

 セグメント間取引消去 18

 全社費用※ △172,736

 合計 △172,717

（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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