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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 9,870 12.8 278 57.5 385 39.2 186 68.1
23年3月期第1四半期 8,747 △2.6 176 △35.7 276 △24.8 110 △36.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 190百万円 （130.9％） 23年3月期第1四半期 82百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 35.70 ―

23年3月期第1四半期 21.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 16,627 9,586 57.6
23年3月期 15,899 9,502 59.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,576百万円 23年3月期  9,493百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 17,700 1.9 610 5.3 823 4.0 460 12.6 88.08
通期 33,700 0.4 1,270 0.3 1,660 1.0 900 4.9 172.32



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報(その他)に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結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、添付資
料Ｐ．２「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,441,568 株 23年3月期 5,441,568 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 218,783 株 23年3月期 218,783 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,222,785 株 23年3月期1Q 5,245,622 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響で経済の先行きが不透明のなか個人消

費も依然として停滞し、厳しい雇用・所得環境が続くなど、流通業界におきましても依然として厳しい状況が続

いております。  

 当社の当第１四半期連結累計期間の業績は、猛暑による天候の影響や節電意識の高まりにより殺虫剤や暑さ対

策商品等の季節商品が好調に推移し、売上高9,870百万円(前年同期比112.8％)、営業利益278百万円(前年同期比

157.5％)、経常利益385百万円(前年同期比139.2％)、四半期純利益186百万円(前年同期比168.1％)となりまし

た。 

 当第１四半期連結累計期間におけるセグメント別の内容は、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、殺虫剤及び暑さ対策関連商品が堅調に推移し、売上高は8,483百万円(前年同期比

114.2％)、セグメント利益75百万円(前年同期比398.2％)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、既存受託物流の取扱い物量が安定して伸び、売上高は1,380百万円(前年同期比

105.2％)、セグメント利益290百万円(前年同期比123.4％)となりました。 

≪その他の事業≫ 

 その他の事業は、売上高６百万円(前年同期比128.4％)、セグメント利益４百万円(前年同期比121.0％)となり

ました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は16,627百万円(前連結会計年度末比727百万円増加)となりまし

た。流動資産につきましては9,591百万円(前連結会計年度末比699百万円増加)となりました。主な増減の要因と

しましては受取手形及び売掛金が620百万円増加したことによるものであります。固定資産は7,035百万円(前連

結会計年度末比27百万円増加)となりました。 

(負債) 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は7,040百万円(前連結会計年度末比642百万円増加)となりました。

流動負債につきましては6,096百万円(前連結会計年度末比707百円増加)となりました。主な増減の要因としまし

ては、未払法人税等が164百万円減少した一方で短期借入金が774百万円増加したことによるものであります。固

定負債は944百万円(前連結会計年度末比64百万円減少)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69百万円減少したことによるものであります。 

(純資産) 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は9,586百万円(前連結会計年度末比84百万円増加)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81百万円増加したこと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 

通期の連結業績につきましては、平成23年５月13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．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,081,130 1,424,803

受取手形及び売掛金 5,449,819 6,070,255

商品 1,867,922 1,628,998

その他 496,253 470,808

貸倒引当金 △2,829 △2,891

流動資産合計 8,892,296 9,591,973

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,587,368 1,724,319

土地 3,804,552 3,798,984

その他（純額） 331,535 235,420

有形固定資産合計 5,723,457 5,758,724

無形固定資産 65,984 59,743

投資その他の資産 1,218,088 1,216,694

固定資産合計 7,007,530 7,035,162

資産合計 15,899,826 16,627,136

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,978,844 3,031,445

短期借入金 1,157,208 1,931,898

未払法人税等 365,919 201,720

賞与引当金 50,459 34,408

その他 836,882 897,071

流動負債合計 5,389,313 6,096,544

固定負債   

長期借入金 123,166 53,840

退職給付引当金 292,953 298,155

役員退職慰労引当金 213,775 215,898

その他 378,586 376,205

固定負債合計 1,008,482 944,099

負債合計 6,397,796 7,040,643



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 8,598,420 8,679,588

自己株式 △187,939 △187,939

株主資本合計 9,820,276 9,901,444

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,989 6,330

土地再評価差額金 △326,649 △325,799

為替換算調整勘定 △5,572 △5,033

その他の包括利益累計額合計 △327,232 △324,502

少数株主持分 8,986 9,550

純資産合計 9,502,030 9,586,492

負債純資産合計 15,899,826 16,627,136



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,747,306 9,870,243

売上原価 7,693,312 8,649,925

売上総利益 1,053,994 1,220,317

販売費及び一般管理費 877,029 941,646

営業利益 176,964 278,671

営業外収益   

受取利息 2,288 2,087

受取配当金 6,573 8,909

仕入割引 81,973 86,283

その他 19,252 18,474

営業外収益合計 110,087 115,755

営業外費用   

支払利息 5,340 3,274

売上割引 3,794 5,577

その他 1,006 －

営業外費用合計 10,140 8,852

経常利益 276,912 385,574

特別損失   

固定資産除却損 283 －

固定資産売却損 209 －

特別損失合計 492 －

税金等調整前四半期純利益 276,419 385,574

法人税等 164,757 197,046

少数株主損益調整前四半期純利益 111,661 188,527

少数株主利益 706 2,054

四半期純利益 110,954 186,473



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 111,661 188,527

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,585 1,341

為替換算調整勘定 △1,629 538

その他の包括利益合計 △29,215 1,879

四半期包括利益 82,446 190,407

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 81,739 188,353

少数株主に係る四半期包括利益 706 2,054



 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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  

 (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△81,495千円にはセグメント間取引消去16千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△81,512千円が含まれております。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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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  

 (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△92,231千円にはセグメント間取引消去4,185千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△96,416千円が含まれております。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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （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 
7,430,282 1,312,277 8,742,559 4,747 8,747,306 －  8,747,306 

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2,327 15,208 17,536 － 17,536 △17,536 － 

計 7,432,610 1,327,485 8,760,095 4,747 8,764,842 △17,536 8,747,306 

セグメント利益 18,982 235,347 254,330 4,130 258,460 △81,495 176,964 

  （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 
 8,483,964  1,380,181  9,864,145  6,097  9,870,243  －  9,870,243

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 3,241  18,156  21,397  －  21,397  △21,397  －

計  8,487,205  1,398,338  9,885,543  6,097  9,891,640  △21,397  9,870,243

セグメント利益  75,582  290,323  365,905  4,997  370,902  △92,231  278,671

（５）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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