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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注）当社は、平成21年3月期第3四半期においては、四半期財務諸表を開示していないため、平成22年3月期第3四半期の対前年同四半期増減率の記載
をしておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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3四半期 582,919 1.7 5,772 △23.4 9,656 △13.2 5,275 △10.7

22年3月期第3四半期 573,384 ― 7,531 ― 11,127 ― 5,908 ―

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3四半期 141.68 ―

22年3月期第3四半期 195.42 ―

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3四半期 307,612 107,977 35.1 2,899.85
22年3月期 286,177 104,602 36.6 2,809.19

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  107,977百万円 22年3月期  104,602百万円

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  

（参考）平成22年3月期の1株当たり期末配当金につきましては、記念配当5円を含んでおります。 

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 ― 22.50 ― 22.00 44.50
23年3月期 ― 20.00 ―

23年3月期 
（予想）

20.00 40.00

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） 
（％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 758,700 2.6 6,100 △23.6 11,000 △13.5 5,600 △16.9 150.39



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］3ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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3Q  37,235,657株 22年3月期  37,235,657株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  48株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  37,235,654株 22年3月期3Q  30,235,657株

※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おりません。 

※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およ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および業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、四半期決算短信［添付資料］3ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府による各種の政策効果などを背景に、一部

の業種において企業業績の改善がみられたものの、雇用情勢・所得環境は依然として厳しい状況であり、さらに円

高とデフレの進行が懸念されるなど景気の先行きは不透明感が払拭されない状況が続いております。 

化粧品・日用品、一般用医薬品業界を取り巻く環境は、節約志向等による個人消費の低迷、企業間の価格競争の

激化による販売価格の下落などにより非常に厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社は「美と健康」に関わる生活必需品をフルラインで全国に販売する中間流通業とし

て、取引先の効果的な品揃えや販売活動を支援するマーチャンダイジング機能およびストアソリューション機能の

強化を図り、サプライチェーンの効率化と生産性の向上を目指した取組みを行いました。これらの具現化をより強

力に推進するために、平成22年11月に、物流受託事業専用センターとして「高槻物流センター」（大阪府高槻市）

を開設し、取引先小売業様とさらなる取引強化を図るとともに、今後の成長事業の一つである物流受託事業の拡充

を図りました。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,829億19百万円（前年同期比1.7％増）となりましたが、利益

面におきましては、販売競争の激化による利益率の低下や新設物流センター稼動に伴う初期費用の増加等の影響に

より営業利益は57億72百万円（前年同期比23.4％減）、経常利益は96億56百万円（前年同期比13.2％減）、四半期

純利益は52億75百万円（前年同期比10.7％減）となりました。 

  

当第３四半期累計期間におけるセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

  

卸売事業 

卸売事業は、取引先との取組強化によるインストアシェアの拡大により売上高は堅調に推移したものの、利益面

においては、消費低迷を起因とする販売価格の下落や、前期の新型インフルエンザ関連商品の特需による反動等の

影響で利益率が低下し厳しい状況が続いております。 

これらの結果、売上高は5,763億70百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益は72億34百万円（前年同期比14.7％

減）となりました。 

また、全国物流網のさらなる強化のため、横浜地区（神奈川県座間市）における当社最大規模の物流センターの

建設（平成23年３月稼動予定）、および沖縄地区（沖縄県うるま市）における物流センターの建設を進めておりま

す（平成23年３月稼動予定）。 

  

物流受託事業 

物流受託事業は、新規受託による売上寄与があったものの、消費低迷による取扱量の減少や、受託先の取引見直

しを行った結果、売上高は65億48百万円（前年同期比3.6％減）、営業利益は３億39百万円（前年同期比65.6％

減）となりました。 

また、物流受託事業の強化を目的として、大阪府高槻市においてかねてより建設を進めておりました取引先小売

業様向け専用センターが完成し、平成22年11月から順調に稼動いたしました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況  

（資産）  

当第３四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べて214億35百万円増加し、3,076億12百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が156億62百万円、商品及び製品が127億43百万円増加したことによるもので

あります。 

  

（負債）  

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べて180億59百万円増加し、1,996億34百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が243億３百万円増加したことや、短期借入金が39億70百万円、未払法人税

等が34億56百万円減少したことによるものであります。 

  

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて33億75百万円増加し、1,079億77百万円となりまし

た。これは主に、四半期純利益52億75百万円、配当金の支払い15億63百万円、その他有価証券評価差額金が３億34

百万円減少したことによるものであります。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末より98

億12百万円減少し、194億42百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は20億84百万円（前年同期比38億８百万円の減少）となりました。これは主に、税

引前四半期純利益91億54百万円、売上債権の増加156億62百万円、たな卸資産の増加127億43百万円、仕入債務の増

加246億90百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は62億28百万円（前年同期比94億85百万円の減少）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出67億10百万円、有形固定資産の売却による収入６億81百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は56億68百万円（前年同期は99億44百万円の収入）となりました。これは主に、短

期借入金の純減少39億70百万円、長期借入れによる収入15億円、長期借入金の返済による支出14億67百万円、配当

金の支払額15億33百万円によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年10月25日公表の予想に変更はありません。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している減価償却資産について、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

③ 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、加減算項目や税額控除項目のうち、僅少なものを省略する方法によっ

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、前事業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、前事業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。  

  

（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）  

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）お

よび「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が12百万円減少し、税引前四半期純利益が170百万円減少しておりま

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232百万円であります。  

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：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 19,442 29,255

受取手形及び売掛金 140,375 124,712

商品及び製品 45,403 32,659

その他 15,682 16,897

貸倒引当金 △255 △206

流動資産合計 220,648 203,318

固定資産   

有形固定資産   

土地 37,587 37,778

その他（純額） 40,281 35,594

有形固定資産合計 77,869 73,373

無形固定資産 353 460

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,787 9,091

貸倒引当金 △46 △66

投資その他の資産合計 8,741 9,024

固定資産合計 86,963 82,858

資産合計 307,612 286,177

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 137,403 113,099

短期借入金 33,866 37,837

1年内返済予定の長期借入金 1,956 1,956

未払法人税等 710 4,167

賞与引当金 922 1,988

返品調整引当金 280 255

その他 13,559 11,403

流動負債合計 188,698 170,707

固定負債   

長期借入金 6,337 6,304

退職給付引当金 2,086 2,006

その他 2,513 2,557

固定負債合計 10,936 10,868

負債合計 199,634 181,575
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 12,482 12,482

資本剰余金 24,440 24,440

利益剰余金 70,559 66,847

自己株式 △0 －

株主資本合計 107,482 103,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 496 830

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 495 831

純資産合計 107,977 104,602

負債純資産合計 307,612 286,177

㈱Ｐａｌｔａｃ（8283）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 573,384 582,919

売上原価 510,666 521,466

売上総利益 62,717 61,453

販売費及び一般管理費 55,185 55,681

営業利益 7,531 5,772

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 108 137

仕入割引 2,751 2,787

情報提供料収入 846 882

その他 313 428

営業外収益合計 4,019 4,235

営業外費用   

支払利息 403 348

その他 20 2

営業外費用合計 424 351

経常利益 11,127 9,656

特別利益   

固定資産売却益 － 88

貸倒引当金戻入額 55 2

その他 2 0

特別利益合計 57 91

特別損失   

固定資産除却損 217 116

減損損失 314 237

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158

その他 183 81

特別損失合計 715 593

税引前四半期純利益 10,469 9,154

法人税、住民税及び事業税 4,176 3,162

法人税等調整額 384 716

法人税等合計 4,560 3,878

四半期純利益 5,908 5,275
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 10,469 9,154

減価償却費 2,856 2,949

減損損失 314 237

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △870 △1,065

返品調整引当金の増減額（△は減少） 52 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 162 148

受取利息及び受取配当金 △108 △137

支払利息 403 348

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158

投資有価証券評価損益（△は益） 135 31

固定資産売却損益（△は益） － △88

固定資産除却損 217 116

売上債権の増減額（△は増加） △9,873 △15,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,457 △12,743

仕入債務の増減額（△は減少） 18,514 24,690

未収消費税等の増減額（△は増加） △709 421

未払消費税等の増減額（△は減少） △191 －

その他 436 149

小計 7,272 8,763

利息及び配当金の受取額 119 137

利息の支払額 △270 △327

法人税等の支払額 △1,229 △6,489

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,892 2,084

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 △15,722 △6,710

有形固定資産の売却による収入 386 681

無形固定資産の取得による支出 △32 △64

投資有価証券の取得による支出 △258 △117

投資有価証券の売却による収入 11 36

関係会社株式の取得による支出 △20 －

貸付金の回収による収入 14 －

その他 △92 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,713 △6,228
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（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） 13,043 △3,970

長期借入れによる収入 1,500 1,500

長期借入金の返済による支出 △2,649 △1,467

リース債務の返済による支出 △332 △197

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △1,617 △1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,944 △5,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122 △9,812

現金及び現金同等物の期首残高 15,681 29,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,804 19,442
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（１）生産、受注及び販売の状況  

  

（販売実績） 

①当第３四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②当第３四半期累計期間における卸売事業の販売実績を販売先業態別に示すと、次のとおりであります。  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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

セグメントの名称  商品分類別の名称  

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日） 前年同四半期比（％） 

金額（百万円）  

卸売事業 

化粧品    145,558   102.0

日用品    223,270   104.3

医薬品    97,090   99.2

健康・衛生関連品    103,652   99.8

その他    6,798   83.9

卸売事業売上高 計    576,370   101.7

物流受託事業  物流受託事業売上高    6,548   96.4

合計   582,919   101.7

販売先業態別の名称  

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日） 前年同四半期比（％） 

金額（百万円）  

Drug ドラッグストア    348,453   102.2

HC  ホームセンター    69,897   104.2

GMS、Dept  

ゼネラルマーチャンダイジン

グストア、デパートメントス

トア  

  41,808   97.0

CVS  コンビニエンスストア    41,904   117.3

SM、CbS、SSM  

スーパーマーケット、コンビ

ネーションストア、スーパー

スーパーマーケット  

  42,416   109.3

仲間卸・均一ショップ  化粧品・日用品卸等    8,528   58.4

その他 輸出、その他    23,361   88.7

卸売事業売上高 計   576,370   101.7

㈱Ｐａｌｔａｃ（8283）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 9 －




