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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 15,439 0.4 666 11.7 721 5.8 402 52.7
23年3月期第2四半期 15,371 △0.7 596 41.1 682 45.2 263 △20.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 376百万円 （107.0％） 23年3月期第2四半期 181百万円 （―％）

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2四半期 34.85 33.87
23年3月期第2四半期 22.81 22.31

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

24年3月期第2四半期 13,267 6,534 47.4 543.53
23年3月期 14,001 6,320 43.6 528.06
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,289百万円 23年3月期  6,104百万円

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 ― 16.00 16.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 16.00 16.00

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、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 33,500 △3.0 1,430 △7.9 1,500 △9.3 870 22.4 75.19



(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  

(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）２ページ「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2Q 12,764,732 株 23年3月期 12,764,732 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,193,547 株 23年3月期 1,204,062 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,561,570 株 23年3月期2Q 11,563,275 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

       

       

       

       

㈱三栄コーポレーション（8119） 平成24年3月期 第2四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、3月に発生した東日本大震災の影響、中でも、電力供給の制約や原  

発災害の悪影響が懸念されましたが、復興需要に加えてサプライチェーンの立て直しも順調に進むなど、景気回復

に向けた一歩を踏み出した形となりました。しかしながら、海外経済の減速傾向や円高傾向の定着といった不安要

素も燻っており、依然として、景気の先行き不透明感が払拭しきれない状況にあります。 

 こうした状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高については、円相場上昇により外貨建売上高の円換算額は

目減りしたものの、アジア商社拠点や国内子会社の売上が好調に推移したことから、前年同期比0.4％増加の154億

3千9百万円となりました。 

 利益面では、売上総利益率の改善により売上総利益が前年同期比4.4%増、1億8千6百万円の増加となった一方、

販売費及び一般管理費が同3.2％増、1億1千6百万円の増加に留まったため、営業利益は同11.7％増加の6億6千6百

万円となりました。経常利益は、為替差益等が減少し、同5.8％増加の7億2千1百万円となりましたが、四半期純利

益につきましては、特別損益の計上額が大幅に減少したことにより、同52.7％増加の4億2百万円となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

（家具・家庭用品事業） 

 国内向けのリビング家具、携帯端末商材等に加え、欧米向けキッチン用品など、売上は総じて堅調に推移し、前

年同期を上回る実績となりました。しかしながら、前年の新型インフルエンザ対策用品特需の剝げ落ちが大きく、

当セグメントの売上高は前年同期比1.3%減少の65億6千万円となりました。セグメント利益は同1.3%増加の3億2千9

百万円となりました。 

  

（服飾雑貨事業） 

 服飾雑貨事業については、国内向け縫製小物などの売上は減少しましたが、ドイツ製コンフォートシューズ「ビ

ルケンシュトック」の売上が直営店舗の拡充効果などにより前年比増加しました。この結果、当セグメントの売上

高は前年同期比4.2%増加の43億5千7百万円となりました。セグメント利益は同9.7%増加の4億７千9百万円となりま

した。 

  

（家電事業） 

 家電事業については、モッズヘアブランドの理美容家電、小物生活家電の国内売上が堅調に推移しましたが、円

滑な独資移行に備えて三發電器製造廠有限公司が受注を抑制、前年比売上を落とした結果、当セグメントの売上高

は前年同期比1.2%減少の26億4千6百万円となりました。セグメント利益については、三發電器製造廠有限公司の採

算向上により、前年同期の赤字から5千７百万円の営業利益となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7億3千4百万円減少の132億6千7百万円となり

ました。主な資産の変動は、流動資産「その他」が4億７千万円増加した一方、「現金及び預金」が6億3千6百万

円、「受取手形及び売掛金」が5億5千1百万円、それぞれ減少しております。主な負債の変動は、「長期借入金」

を新規に12億円実行したことにより増加した一方、「短期借入金」が14億9千6百万円、「未払法人税等」が2億4千

9百万円、それぞれ減少しております。主な純資産の変動は、「利益剰余金」が2億1千7百万円増加しております。

この結果、自己資本比率は47.4％、1株当たり純資産は543円53銭となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年3月期の業績修正につきましては、平成23年5月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。 

② 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、実地棚卸を省略して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。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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）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。  

  

  

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,786,562 1,150,109

受取手形及び売掛金 4,411,119 3,859,483

商品及び製品 2,724,164 2,816,186

仕掛品 64,851 81,647

原材料及び貯蔵品 217,042 187,639

繰延税金資産 312,427 234,746

前渡金 290,518 142,785

前払費用 88,955 78,155

短期貸付金 1,200 592

その他 137,233 607,397

貸倒引当金 △8,330 △7,783

流動資産合計 10,025,745 9,150,959

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 784,038 808,798

機械装置及び運搬具（純額） 150,960 156,264

工具、器具及び備品（純額） 109,687 106,050

土地 827,502 827,502

リース資産（純額） 13,667 10,869

建設仮勘定 28,765 25,824

有形固定資産合計 1,914,622 1,935,310

無形固定資産   

リース資産 34,331 27,950

その他 328,946 325,226

無形固定資産合計 363,278 353,176

投資その他の資産   

投資有価証券 1,160,729 1,296,974

長期貸付金 18,728 17,423

繰延税金資産 75,807 42,705

破産更生債権等 410 410

その他 491,669 515,752

貸倒引当金 △49,566 △45,419

投資その他の資産合計 1,697,778 1,827,847

固定資産合計 3,975,680 4,116,334

資産合計 14,001,425 13,267,293
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,301,340 1,286,791

短期借入金 3,691,185 2,194,616

リース債務 19,381 19,381

未払法人税等 404,491 154,559

繰延税金負債 116 －

建物等除却損失引当金 111,370 6,850

賞与引当金 289,247 222,661

役員賞与引当金 45,263 23,702

未払金 764,750 649,283

未払費用 244,728 225,212

未払消費税等 68,526 40,014

その他 345,198 339,006

流動負債合計 7,285,601 5,162,080

固定負債   

長期借入金 － 1,200,000

リース債務 31,018 21,379

再評価に係る繰延税金負債 93,512 93,512

退職給付引当金 166,408 151,298

役員退職慰労引当金 13,075 15,525

資産除去債務 31,087 33,248

その他 60,188 55,651

固定負債合計 395,290 1,570,615

負債合計 7,680,891 6,732,696

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,914 1,000,914

資本剰余金 645,678 645,678

利益剰余金 5,405,787 5,623,677

自己株式 △312,519 △310,056

株主資本合計 6,739,861 6,960,214

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △51,016 △33,604

繰延ヘッジ損益 238 △46,423

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △637,465 △644,020

その他の包括利益累計額合計 △635,163 △670,967

新株予約権 71,474 91,446

少数株主持分 144,360 153,904

純資産合計 6,320,533 6,534,597

負債純資産合計 14,001,425 13,267,293

㈱三栄コーポレーション（8119） 平成24年3月期 第2四半期決算短信

5



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 15,371,269 15,439,460

売上原価 11,178,308 11,060,194

売上総利益 4,192,961 4,379,265

販売費及び一般管理費   

販売費 638,722 675,486

一般管理費 2,958,055 3,037,707

販売費及び一般管理費合計 3,596,778 3,713,194

営業利益 596,182 666,071

営業外収益   

受取利息 1,183 643

受取配当金 9,372 11,661

為替差益 35,417 24,514

持分法による投資利益 45,873 33,882

その他 12,322 6,350

営業外収益合計 104,168 77,052

営業外費用   

支払利息 16,818 19,544

その他 1,243 1,922

営業外費用合計 18,062 21,467

経常利益 682,289 721,655

特別利益   

固定資産売却益 118,950 20

その他 4,119 2,979

特別利益合計 123,069 2,999

特別損失   

固定資産除却損 10,030 4,762

建物等除却損失引当金繰入額 52,502 6,850

投資有価証券評価損 228,258 －

減損損失 1,380 75

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,853 －

その他 18,472 6,988

特別損失合計 353,498 18,676

税金等調整前四半期純利益 451,860 705,979

法人税、住民税及び事業税 141,597 158,435

法人税等調整額 24,954 133,690

法人税等合計 166,551 292,126

少数株主損益調整前四半期純利益 285,308 413,853

少数株主利益 21,545 10,969

四半期純利益 263,763 402,884
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 285,308 413,853

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 53,035 17,411

繰延ヘッジ損益 △87,982 △46,661

為替換算調整勘定 △68,398 △7,980

その他の包括利益合計 △103,345 △37,230

四半期包括利益 181,963 376,623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,147 367,079

少数株主に係る四半期包括利益 13,815 9,543
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 451,860 705,979

減価償却費 126,118 117,033

減損損失 1,380 75

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,592 △4,739

株式報酬費用 21,113 23,315

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,884 △66,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62,279 △12,628

受取利息及び受取配当金 △10,555 △12,304

持分法による投資損益（△は益） △53,436 △42,395

支払利息 16,818 19,544

建物等除却損失引当金繰入額 52,502 －

固定資産除却損 10,030 4,762

固定資産売却損益（△は益） △118,950 △20

投資有価証券売却損益（△は益） 3,399 △2,979

投資有価証券評価損益（△は益） 228,258 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,853 －

売上債権の増減額（△は増加） △366,001 466,716

たな卸資産の増減額（△は増加） △595,713 △83,586

仕入債務の増減額（△は減少） △148,182 141,347

未払消費税等の増減額（△は減少） △45,965 △28,745

その他 △78,423 △205,852

小計 △590,649 1,019,190

利息及び配当金の受取額 10,555 12,304

利息の支払額 △16,845 △19,544

法人税等の支払額 △281,489 △408,388

営業活動によるキャッシュ・フロー △878,428 603,561

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 △562,707 △128,055

有形固定資産の売却による収入 153,541 3,056

無形固定資産の取得による支出 △19,982 △15,032

投資有価証券の取得による支出 △6,206 △99,197

投資有価証券の売却による収入 6,750 35,607

貸付金の回収による収入 1,560 1,913

その他 △9,696 △553,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △436,741 △754,827

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） 1,542,475 △1,493,167

長期借入れによる収入 － 1,200,000

自己株式の取得による支出 △621 △917

配当金の支払額 △173,465 △184,970

少数株主への配当金の支払額 △11,854 －

その他 △9,742 △9,677

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,346,791 △488,732

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,662 3,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,283 △636,453

現金及び現金同等物の期首残高 1,710,228 1,786,562

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,756,511 1,150,109
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該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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）  

１．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   

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業で商量の少ない商品を取り扱っているセグメントおよ

び当社グループ向けサービス業等であり、取扱商品としてはペット関連、輸送資材等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△122,336千円は全社費用であります。全社費用は、各報告セグメントに帰属しない

当社における管理部門に係る費用であります。  

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２四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30日） 

１．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  

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業で商量の少ない商品を取り扱っているセグメントおよ

び当社グループ向けサービス業等であり、取扱商品としてはペット関連、輸送資材等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△170,517千円は全社費用であります。全社費用は、各報告セグメントに帰属しない

当社における管理部門に係る費用であります。  

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

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 

家具・家庭用

品事業 

服飾雑貨 
事業  

家電事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  6,650,283  4,182,399 2,679,516 13,512,199  1,859,070 15,371,269  －  15,371,269

セグメント間の内部

売上高又は振替高  6,028  13,257  －  19,285  3,196  22,482  △22,482  －

計  6,656,311  4,195,656 2,679,516 13,531,485  1,862,266 15,393,752  △22,482  15,371,269

セグメント利益又は 

損失（△）  
 325,246  437,386  △31,549  731,083  △12,563  718,519 △122,336  596,182

  

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 

家具・家庭用

品事業 

服飾雑貨 
事業  

家電事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  6,560,613  4,357,202 2,646,991 13,564,807  1,874,652 15,439,460  －  15,439,460

セグメント間の内部

売上高又は振替高  3,291  20,185  2,264  25,741  25,473  51,214  △51,214  －

計  6,563,904  4,377,388 2,649,255 13,590,548  1,900,125 15,490,674  △51,214  15,439,460

セグメント利益又は 

損失（△）  
 329,465  479,916  57,971  867,353  △30,764  836,589 △170,517  666,071

（６）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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