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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 136,869 4.1 1,335 13.4 1,418 11.8 751 78.7
22年3月期第2四半期 131,479 △1.4 1,177 26.7 1,269 24.8 420 20.5

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 37.21 ―
22年3月期第2四半期 20.82 ―

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 90,341 27,012 28.5 1,276.92
22年3月期 88,770 26,916 28.9 1,271.86

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  25,776百万円 22年3月期  25,675百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想） ― 10.00 10.00

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 268,000 1.6 3,000 2.2 3,000 3.3 1,450 8.1 71.83



(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  有  
（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は終了していません。 

※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] Ｐ．3 「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」 をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．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 20,519,212株 22年3月期  20,519,212株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  333,227株 22年3月期  332,573株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 20,186,266株 22年3月期2Q 20,187,049株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間における我が国の景気は、エコカー減税やエコポイント制度、住宅減税

などの各種経済対策とアジアを中心とした新興国に対する好調な輸出を背景に、猛暑による特需も加

わって緩やかな回復基調で推移してまいりました。しかし、９月になると急激な円高の進行や欧米の景

気減速、エコカー補助金の終了などから国内景気は再び踊り場局面となってまいりました。 

  一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、長引く雇用・所得環境の悪化と景気

の先行き不安から消費者の低価格志向は根強く、デフレがますます進行するとともに、オーバーストア

などに起因する激しい価格競争の中で、生き残りをかけた機能充実とローコスト競争がさらに激化してま

いりました。 

  このような環境の下、当企業グループは、連結子会社 13 社と持分法適用関連会社１社を含め、物流

を伴う現物問屋として、情報・物流・リテールサポート・品揃えなどの各機能を充実させた提案を行い、

関連各部門の連携強化による総合力を活かした売上の拡大に努めてまいりました。 

  また、昨年９月に連結子会社となった㈱中九食品の売上高が、今期新たに加わるとともに、新規取引

先の獲得や既存取引先でのシェアーアップに一段と努力した結果、売上高は 1,368 億 69 百万円(前年

同四半期比 4.1％増）となりました。 

  一方、利益面におきましては、グループ一丸となって販売益の確保ならびにローコストオペレーション

の追求による経費の節減に努力いたしました結果、営業利益は 13 億 35 百万円(前年同四半期比

13.4％増)、経常利益は 14 億 18 百万円(前年同四半期比 11.8％増）、四半期純利益は７億 51 百万円

(前年同四半期比 78.7％増)となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて27億97百万円増加し、525億43百万円となりました。主な

要因は、「受取手形及び売掛金」の増加額10億12百万円、「現金及び預金」の増加額９億56百万円、

「商品及び製品」の増加額５億27百万円によるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて12億26百万円減少し、377億98百万円となりました。主な

要因は、「投資有価証券」の減少額６億32万円、「ソフトウエア」の減少額２億32百万円によるものであり

ます。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて15億71百万円増加し、903億41百万円となりまし

た。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10億66百万円増加し、518億35百万円となりました。主な

要因は、「支払手形及び買掛金」の増加額13億97百万円、「短期借入金」の減少額５億65百万円による

ものであります。 
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固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億９百万円増加し、114億94百万円となりました。主な要

因は「長期借入金」の増加額４億85百万円によるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて14億75百万円増加し、633億29百万円となりまし

た。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて96百万円増加し、270億12百万円となりました。主な要

因は、「利益剰余金」の増加額４億89百万円、「その他有価証券評価差額金」の減少額３億91百万円に

よるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高、経常利益、

四半期純利益は期初の計画を上回りましたが、景気動向の先行き不透明な状況が続くものと考えられ

ることから、平成22年５月13日公表の業績予想から変更しておりません。 

 

２．その他の情報 

(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 

①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は、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する方法によっております。 

 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。 

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。 

 

(３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計基準等の改正に伴う変更 

1)  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。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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2)  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」 （企業会計基準第16号 

平成20年３月10日公表分） 及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い」 （実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）  

「連結財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第22号 平成20年12月26日） に

基づき財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令 （平成21年３月24日 内閣府令第５

号） の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目を表示しております。 
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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】 

(百万円未満四捨五入)

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 11,316 10,360 

受取手形及び売掛金 30,485 29,474 

商品及び製品 5,905 5,378 

仕掛品 41 37 

原材料及び貯蔵品 223 248 

その他 5,445 5,096 

貸倒引当金 △871 △846 

流動資産合計 52,543 49,746 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,709 12,093 

土地 17,162 17,227 

その他（純額） 1,398 1,194 

有形固定資産合計 30,268 30,513 

無形固定資産   

ソフトウエア 268 500 

その他 312 339 

無形固定資産合計 580 839 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,642 6,273 

その他 1,752 1,858 

貸倒引当金 △444 △461 

投資その他の資産合計 6,950 7,671 

固定資産合計 37,798 39,024 

資産合計 90,341 88,770 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,124 29,728 

短期借入金 10,166 10,731 

未払法人税等 738 935 

賞与引当金 1,015 721 

その他 8,793 8,655 

流動負債合計 51,835 50,769 

固定負債   

長期借入金 6,108 5,624 

退職給付引当金 1,213 1,161 

役員退職慰労引当金 247 281 

その他 3,926 4,019 

固定負債合計 11,494 11,085 

負債合計 63,329 61,854 
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(百万円未満四捨五入)

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 1,026 1,026 

資本剰余金 946 946 

利益剰余金 22,513 22,025 

自己株式 △342 △342 

株主資本合計 24,143 23,655 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,637 2,028 

繰延ヘッジ損益 △4 △9 

評価・換算差額等合計 1,633 2,019 

少数株主持分 1,236 1,241 

純資産合計 27,012 26,916 

負債純資産合計 90,341 88,770 
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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】 

(百万円未満四捨五入)

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 131,479 136,869 

売上原価 121,090 125,434 

売上総利益 10,388 11,435 

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 2,064 2,104 

貸倒引当金繰入額 155 45 

賞与引当金繰入額 746 774 

退職給付費用 235 222 

役員退職慰労引当金繰入額 18 21 

福利厚生費 366 427 

荷造運搬費 2,581 3,115 

租税公課 143 143 

減価償却費 418 392 

その他 2,485 2,857 

販売費及び一般管理費合計 9,211 10,099 

営業利益 1,177 1,335 

営業外収益   

受取利息 8 9 

受取配当金 46 47 

仕入割引 22 24 

持分法による投資利益 16 17 

負ののれん償却額 4 － 

雑収入 179 158 

営業外収益合計 275 256 

営業外費用   

支払利息 125 108 

売上割引 21 25 

雑損失 37 41 

営業外費用合計 183 173 

経常利益 1,269 1,418 
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(百万円未満四捨五入)

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) 

特別利益   

固定資産売却益 0 3 

投資有価証券売却益 1 21 

貸倒引当金戻入額 73 37 

特別利益合計 75 61 

特別損失   

固定資産除売却損 6 4 

減損損失 242 65 

投資有価証券評価損 131 11 

出資金評価損 － 2 

その他 1 － 

特別損失合計 380 82 

税金等調整前四半期純利益 964 1,397 

法人税、住民税及び事業税 747 741 

過年度法人税等 4 － 

法人税等調整額 △202 △94 

法人税等合計 549 647 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 750 

少数株主損失（△） △5 △1 

四半期純利益 420 751 
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（３）　継続企業の前提に関する注記

　　　　　 該当事項はありません。

（４）　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　　 該当事項はありません。
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