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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 188,440 26.2 6,360 91.9 6,395 90.8 4,476 153.3
22年3月期 149,263 13.5 3,314 86.5 3,350 111.2 1,767 ―

（注）包括利益 23年3月期 3,767百万円 （230.6％） 22年3月期 1,139百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 252.89 252.89 7.9 6.2 3.4
22年3月期 99.82 ― 3.2 3.6 2.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 103,305 59,719 56.6 3,303.13
22年3月期 101,807 56,687 54.3 3,122.50

（参考） 自己資本   23年3月期  58,476百万円 22年3月期  55,280百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △2,842 △4,842 5,012 11,910
22年3月期 △4,702 24 △642 15,044

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 531 30.1 1.0
23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 531 11.9 0.9
24年3月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 12.5

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 92,100 △1.4 2,750 △7.8 2,700 △14.5 1,780 △17.1 100.54
通期 200,000 6.1 6,500 2.2 6,400 0.1 4,260 △4.8 240.63



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 18,110,252 株 22年3月期 18,110,252 株
② 期末自己株式数 23年3月期 406,749 株 22年3月期 406,473 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 17,703,606 株 22年3月期 17,703,864 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 88,636 △0.1 114 ― 1,012 18.2 605 △0.9
22年3月期 88,747 10.8 △116 ― 856 ― 610 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 34.18 34.18
22年3月期 34.48 ―

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 80,714 43,548 53.9 2,458.70
22年3月期 69,435 43,403 62.5 2,451.66

（参考） 自己資本 23年3月期  43,527百万円 22年3月期  43,403百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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
の業績等はさまざま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、添
付資料の２ページから３ページ「１．経営業績(１)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,141 11,910

受取手形及び売掛金 38,567 35,665

有価証券 757 622

商品 28,338 35,491

繰延税金資産 1,320 1,360

未収還付法人税等 161 5

その他 4,316 4,108

貸倒引当金 △130 △133

流動資産合計 88,474 89,031

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,434 5,463

減価償却累計額 △2,146 △2,309

建物及び構築物（純額） 3,288 3,153

機械装置及び運搬具 120 120

減価償却累計額 △98 △96

機械装置及び運搬具（純額） 21 24

土地 2,746 3,866

リース資産 225 322

減価償却累計額 △27 △93

リース資産（純額） 197 228

その他 2,660 2,959

減価償却累計額 △2,004 △2,274

その他（純額） 655 685

有形固定資産合計 6,909 7,958

無形固定資産   

のれん 1,998 1,770

その他 1,500 1,361

無形固定資産合計 3,499 3,131

投資その他の資産   

投資有価証券 1,242 1,160

繰延税金資産 1,016 1,246

その他 890 960

貸倒引当金 △225 △182

投資その他の資産合計 2,924 3,184

固定資産合計 13,332 14,274

資産合計 101,807 103,305
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,632 15,184

短期借入金 12 11,500

リース債務 199 56

未払法人税等 677 1,409

賞与引当金 1,141 1,381

役員賞与引当金 7 32

その他 7,700 6,579

流動負債合計 32,372 36,143

固定負債   

長期借入金 10,000 4,500

リース債務 7 3

退職給付引当金 2,088 2,288

役員退職慰労引当金 415 432

その他 235 217

固定負債合計 12,746 7,442

負債合計 45,119 43,585

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 26,406 30,419

自己株式 △1,089 △1,089

株主資本合計 55,987 60,000

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △75 △30

繰延ヘッジ損益 △296 △85

為替換算調整勘定 △335 △1,407

その他の包括利益累計額合計 △707 △1,523

新株予約権 － 20

少数株主持分 1,407 1,221

純資産合計 56,687 59,719

負債純資産合計 101,807 103,305
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 149,263 188,440

売上原価 127,575 161,171

売上総利益 21,688 27,268

販売費及び一般管理費 18,373 20,908

営業利益 3,314 6,360

営業外収益   

受取利息 33 28

受取配当金 41 22

為替差益 255 12

商品損失求償額 100 105

投資事業組合投資利益 － 144

その他 115 190

営業外収益合計 545 504

営業外費用   

支払利息 222 252

債権譲渡損 86 112

商品補償費用 91 54

その他 106 50

営業外費用合計 508 469

経常利益 3,350 6,395

特別利益   

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 4 2

投資有価証券償還益 29 －

貸倒引当金戻入額 － 34

特別利益合計 35 38

特別損失   

固定資産除却損 26 15

減損損失 38 －

貸倒引当金繰入額 99 －

投資有価証券評価損 84 50

関係会社株式評価損 52 12

関係会社出資金評価損 34 70

その他 1 0

特別損失合計 337 149

税金等調整前当期純利益 3,049 6,283

法人税、住民税及び事業税 1,289 2,103

法人税等調整額 △7 △403

法人税等合計 1,281 1,700

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,583

少数株主利益 － 106

当期純利益 1,767 4,476
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,583

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 44

繰延ヘッジ損益 － 211

為替換算調整勘定 － △1,071

その他の包括利益合計 － △816

包括利益 － 3,767

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 3,749

少数株主に係る包括利益 － 18
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,194 11,194

当期末残高 11,194 11,194

資本剰余金   

前期末残高 19,476 19,476

当期末残高 19,476 19,476

利益剰余金   

前期末残高 25,246 26,406

当期変動額   

剰余金の配当 △531 △531

当期純利益 1,767 4,476

連結範囲の変動 △76 －

連結子会社の決算期変更に伴う変動 － 67

当期変動額合計 1,159 4,013

当期末残高 26,406 30,419

自己株式   

前期末残高 △1,088 △1,089

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,089 △1,089

株主資本合計   

前期末残高 54,828 55,987

当期変動額   

剰余金の配当 △531 △531

当期純利益 1,767 4,476

連結範囲の変動 △76 －

連結子会社の決算期変更に伴う変動 － 67

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,159 4,012

当期末残高 55,987 60,000
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △41 △75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33 44

当期変動額合計 △33 44

当期末残高 △75 △30

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △296

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296 211

当期変動額合計 △296 211

当期末残高 △296 △85

為替換算調整勘定   

前期末残高 △38 △335

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296 △1,071

当期変動額合計 △296 △1,071

当期末残高 △335 △1,407

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △80 △707

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △627 △816

当期変動額合計 △627 △816

当期末残高 △707 △1,523

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 20

当期変動額合計 － 20

当期末残高 － 20

少数株主持分   

前期末残高 － 1,407

当期変動額   

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 1,407 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △185

当期変動額合計 1,407 △185

当期末残高 1,407 1,221
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 54,748 56,687

当期変動額   

剰余金の配当 △531 △531

当期純利益 1,767 4,476

連結範囲の変動 △76 －

連結子会社の決算期変更に伴う変動 － 67

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 1,407 －

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △627 △981

当期変動額合計 1,939 3,031

当期末残高 56,687 59,719
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,049 6,283

減価償却費 1,083 1,164

のれん償却額 66 231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120 △60

賞与引当金の増減額（△は減少） 515 240

退職給付引当金の増減額（△は減少） 207 202

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 17

受取利息及び受取配当金 △74 △51

支払利息 222 252

為替差損益（△は益） △91 187

投資事業組合投資利益 － △144

固定資産売却損益（△は益） △1 △1

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △2

投資有価証券評価損益（△は益） 84 50

関係会社株式評価損 52 12

関係会社出資金評価損 34 70

売上債権の増減額（△は増加） △13,078 2,016

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,109 △7,575

仕入債務の増減額（△は減少） 12,769 △6,806

未収消費税等の増減額（△は増加） △801 665

その他の流動資産の増減額（△は増加） △112 189

その他の流動負債の増減額（△は減少） △257 1,563

その他 52 73

小計 △3,254 △1,420

利息及び配当金の受取額 66 50

利息の支払額 △209 △260

法人税等の支払額 △1,305 △1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,702 △2,842

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 △109 －

定期預金の払戻による収入 449 83

貸付けによる支出 △563 △832

貸付金の回収による収入 114 276

有形固定資産の取得による支出 △400 △1,607

有形固定資産の売却による収入 4 7

無形固定資産の取得による支出 △168 △488

投資有価証券の取得による支出 △9 △17

投資有価証券の売却による収入 9 186

関係会社株式の取得による支出 △230 △2,352
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

関係会社出資金の払込による支出 △131 △194

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,355 －

その他 △296 96

投資活動によるキャッシュ・フロー 24 △4,842

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） △67 －

長期借入れによる収入 － 7,500

長期借入金の返済による支出 △25 △1,512

自己株式の取得による支出 △0 △0

子会社の自己株式の取得による支出 － △122

配当金の支払額 △531 △531

少数株主への配当金の支払額 － △73

その他 △18 △248

財務活動によるキャッシュ・フロー △642 5,012

現金及び現金同等物に係る換算差額 △150 △578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,471 △3,251

現金及び現金同等物の期首残高 20,022 15,044

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 494 －

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

－ 117

現金及び現金同等物の期末残高 15,044 11,910
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17 29

3,353
335,300

17 29

3,328
 332,800
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