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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第2四半期 22,848 8.2 821 15.9 1,262 13.3 700 12.1
23年3月期第2四半期 21,118 △2.3 709 △14.5 1,114 △8.0 625 △10.0

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2四半期 34.72 ―

23年3月期第2四半期 30.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 23,190 15,879 68.5
23年3月期 22,992 15,627 68.0

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,879百万円 23年3月期  15,627百万円

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 ― 25.00 25.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 25.00 25.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 43,200 1.5 1,665 6.3 2,450 1.6 1,399 1.7 69.34



(1) 四半期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２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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2Q 20,214,480 株 23年3月期 20,214,480 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 32,737 株 23年3月期 32,672 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 20,181,752 株 23年3月期2Q 20,181,923 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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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２四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月の東日本大震災以降停滞していた生産活動は回復に

向かいつつありますが、電力供給問題や欧州・米国の経済不安等に伴う円高・国内株式の低迷等により、日本経済

の先行きは引き続き不透明な状況で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社といたしましては、「より良い商品をより安く」提供するために、国内外において

売れ筋商品の開発に取り組むとともに、販売の増強と安定した商品供給に努めてまいりました。 

  その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 百万円（対前年同期比108.2％）となりました。 

  品目別売上高につきましては、 

「ダイニング用品」は、耐熱食器、レンジ小物用品、ポット等の売上高増加により63億53百万円（対前年同期比

106.4％）となりました。 

「キッチン用品」は、フライパン、ギフト用鍋セット、調理用小物等の売上高増加により82億12百万円（対前年

同期比114.5％）となりました。 

「サニタリー用品」は、ダストケース、洗濯小物用品、清掃用品等の売上高増加により33億12百万円（対前年同

期比107.9％）となりました。 

「収納用品」は、押入れ収納小物用品、リビングアクセサリー小物用品、つっぱりポール等の売上高増加により

19億58百万円（対前年同期比103.4％）となりました。 

「シーズン用品他」は、ウォータージャグ、アイデア小物用品、冷房小物用品等の売上高増加により30億11百万

円（対前年同期比100.1％）となりました。  

  報告セグメント別売上高につきましては、「北海道・東北」が15億08百万円（対前年同期比112.1％）、「関 

東」が116億06百万円（対前年同期比109.9％）、「中部」が17億71百万円（対前年同期比98.6％）、「近畿」が46

億55百万円（対前年同期比105.8％）、「中四国・九州」が32億62百万円（対前年同期比110.0％）、その他43百万

円（対前年同期比89.0％）となっております。 

  損益面では、営業利益は 百万円（対前年同期比115.9％）、経常利益は 百万円（対前年同期比 

113.3％）、四半期純利益は 円（対前年同期比112.1％）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期会計期間末の総資産は、商品等は減少したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の増加等

により、前期末比１億97百万円増の231億90百万円となりました。純資産は、配当金の支払い等がありましたが、

四半期純利益を７億円計上し、その他有価証券評価差額金の増加等により、前期末比２億51百万円増の158億79百

万円となり、自己資本比率は68.5％となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  業績予想は、平成23年５月12日公表時から変更しておりません。 

  今後の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

  当第２四半期累計期間の業績は業績予想と比較して順調に推移しておりますが、天候・天災等の不確定要因等が

あるため、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

  

（１）四半期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２四半期会計期間を含む事業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。  

  

（２）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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

228億48

8億21 12億62

7億

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,696,018 3,030,949

受取手形及び売掛金 9,975,021 10,067,455

商品 2,639,872 2,548,094

その他 496,664 406,858

貸倒引当金 △71 △1,248

流動資産合計 15,807,506 16,052,108

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,252,807 2,202,296

土地 2,865,751 2,868,058

その他（純額） 189,827 166,918

有形固定資産合計 5,308,386 5,237,272

無形固定資産 13,513 13,329

投資その他の資産   

投資有価証券 1,318,550 1,387,176

その他 580,927 536,864

貸倒引当金 △36,282 △36,409

投資その他の資産合計 1,863,195 1,887,631

固定資産合計 7,185,094 7,138,233

資産合計 22,992,600 23,190,341

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,324,524 5,381,210

未払法人税等 607,628 533,317

賞与引当金 215,567 274,488

その他 545,203 540,615

流動負債合計 6,692,923 6,729,631

固定負債   

退職給付引当金 184,346 172,204

役員退職慰労引当金 484,842 406,160

その他 3,005 3,005

固定負債合計 672,193 581,369

負債合計 7,365,116 7,311,001
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,706,000 1,706,000

資本剰余金 1,269,032 1,269,032

利益剰余金 12,622,473 12,818,673

自己株式 △13,456 △13,493

株主資本合計 15,584,049 15,780,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,434 99,408

繰延ヘッジ損益 － △280

評価・換算差額等合計 43,434 99,127

純資産合計 15,627,484 15,879,340

負債純資産合計 22,992,600 23,190,341
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 21,118,085 22,848,599

売上原価 17,198,250 18,625,923

売上総利益 3,919,834 4,222,675

販売費及び一般管理費 3,210,791 3,400,810

営業利益 709,043 821,865

営業外収益   

受取利息 527 362

受取配当金 14,399 16,117

仕入割引 335,391 384,282

その他 62,015 42,013

営業外収益合計 412,333 442,775

営業外費用   

支払利息 1,629 1,491

その他 4,848 468

営業外費用合計 6,477 1,959

経常利益 1,114,899 1,262,681

特別利益   

貸倒引当金戻入額 22 －

固定資産売却益 454 －

特別利益合計 477 －

特別損失   

固定資産除却損 34 157

投資有価証券評価損 23,527 41,413

会員権評価損 900 300

特別損失合計 24,462 41,870

税引前四半期純利益 1,090,914 1,220,810

法人税等 465,750 520,065

四半期純利益 625,163 700,745
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 1,090,914 1,220,810

減価償却費 89,357 86,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,174 1,004

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,893 58,921

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70,000 △70,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,495 △12,141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,109 △78,682

受取利息及び受取配当金 △14,927 △16,480

支払利息 1,629 1,491

有形固定資産売却損益（△は益） △454 －

有形固定資産除却損 34 157

投資有価証券評価損益（△は益） 23,527 41,413

会員権評価損 900 300

売上債権の増減額（△は増加） △48,353 △92,433

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,781 91,778

仕入債務の増減額（△は減少） 312,745 56,686

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,885 27,635

その他 61,467 123,422

小計 1,537,622 1,440,497

利息及び配当金の受取額 15,099 16,547

利息の支払額 △1,629 △1,491

法人税等の支払額 △594,046 △593,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 957,045 862,044

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 △7,310 △9,057

有形固定資産の売却による収入 600 －

無形固定資産の取得による支出 － △280

投資有価証券の取得による支出 △15,202 △15,758

貸付けによる支出 － △600

貸付金の回収による収入 3,929 3,234

敷金及び保証金の差入による支出 △55 △340

敷金及び保証金の回収による収入 20,506 269

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,467 △22,532

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △153 △36

自己株式の売却による収入 44 －

配当金の支払額 △484,368 △504,545

財務活動によるキャッシュ・フロー △484,477 △504,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 475,035 334,930

現金及び現金同等物の期首残高 2,577,682 2,696,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,052,718 3,030,949
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

品目別売上高の状況   

   

  

（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

（６）重要な後発事象

４．補足情報

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

 対前年同四半期 

増減額 

  金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

ダイニング用品  5,969 28.3  6,353 27.8  384

キッチン用品   7,173 34.0    8,212 35.9  1,038

サニタリー用品  3,070 14.5    3,312 14.5  241

収納用品  1,894 9.0    1,958 8.6  64

シーズン用品他  3,010 14.2    3,011 13.2  1

合計  21,118 100.0    22,848  100.0  1,730
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