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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 50,940 22.1 4,167 35.3 4,167 37.0 2,424 37.1
23年3月期第2四半期 41,718 5.1 3,079 4.2 3,041 5.1 1,768 2.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,090百万円 （182.5％） 23年3月期第2四半期 739百万円 （―％）

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 133.57 ―
23年3月期第2四半期 97.46 ―

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 57,191 42,572 73.4 2,313.74
23年3月期 53,154 40,916 76.0 2,226.15
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  41,993百万円 23年3月期  40,403百万円

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 ― 27.50 ― 27.50 55.00
24年3月期 ― 30.00
24年3月期（予想） ― 30.00 60.00

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 103,000 10.2 9,000 16.9 9,000 18.2 5,300 20.6 292.02



(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  ：  無  

(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報告書の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
に基づく四半期報告書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 
 本資料に掲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 
の業績等は様々な原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当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）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 18,687,818 株 23年3月期 18,687,818 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 538,117 株 23年3月期 538,117 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 18,149,701 株 23年3月期2Q 18,149,815 株
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（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における我が国経済は、東日本大震災の復興が進むにつれ、個人消費は緩やかな回復

傾向となってまいりました。しかしながら、海外経済の減速懸念などから国内景気は先行きが不透明な状況にあ

り、依然として経営環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、東日本大震災の復興及び夏場の電力不足等へ対応すべく、日

用品や家電製品などあらゆる生活必需品の調達及び商品開発に取り組んでまいりました。 

結果といたしまして、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高50,940百万円(前年同期比122.1%)、売上総利

益12,461百万円(前年同期比117.2%)、営業利益4,167百万円(前年同期比135.3%)、経常利益4,167百万円(前年同期

比137.0%)、四半期純利益2,424百万円(前年同期比137.1%)となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りです。 

「開発型ビジネスモデル」におきましては、地上デジタル放送への完全移行に伴う液晶テレビや、電力不足に対

応した扇風機やＬＥＤ照明などの節電対応商品、冷感スプレーや汗拭きシートなどの暑さ対策商品などの販売が好

調に推移いたしました。その他にも、アパレル関連ではスポーツカジュアル衣料やシューズ、ヘルス＆ビューティ

関連では低価格の薬用シャンプー、収納関連では地震等の揺れにも強い突っ張りポールハンガーなど、消費者ニー

ズに対応した商品の販売が好調に推移いたしました。 

その結果、当セグメントの売上高は27,428百万円（前年同期比133.7％）、セグメント利益は2,468百万円（前年

同期比153.6％）となりました。 

「卸売型ビジネスモデル」におきましては、ギフト関連ではオリジナルの高単価高割引ギフトに加え、大手メー

カーのビールをアソートしたファミリータイプのギフトや洋菓子の手土産ギフトなどの販売が好調に推移いたしま

した。時計やバッグなどの有名ブランド関連では、カジュアルブランドの拡販及び販促強化に取り組んだことで販

売が好調に推移いたしました。 

その結果、当セグメントの売上高は22,399百万円（前年同期比110.9％）、セグメント利益は1,595百万円（前年

同期比117.9％）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①流動資産 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は41,105百万円（前連結会計年度37,232百万円）とな

り、3,873百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金3,453百万円、受取手形及び売掛金687百万円の

増加及び商品及び製品230百万円の減少によるものであります。 

 ②固定資産 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は16,085百万円（前連結会計年度15,922百万円）とな

り、163百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券266百万円の増加によるものであります。 

 ③流動負債  

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は9,407百万円（前連結会計年度7,027百万円）となり、

2,379百万円増加いたしました。これは主に、買掛金2,113百万円の増加によるものであります。 

 ④固定負債  

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は5,211百万円（前連結会計年度5,211百万円）となりま

した。 

 ⑤純資産  

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は42,572百万円（前連結会計年度40,916百万円）となり、

1,656百万円増加いたしました。これは主に、四半期純利益の計上による増加2,424百万円及び配当金支払による

減少499百万円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結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）は18,308百万円となり、前連

結会計年度末より3,453百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであ

ります。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果増加した資金は4,423百万円（前年同期は1,250百万円の減少）となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益4,193百万円、仕入債務の増加額2,124百万円による増加及び売上債権の増加額709百万円、

法人税等の支払額1,855百万円による減少によるものであります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果減少した資金は426百万円（前年同期比49百万円減）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167百万円、関係会社株式取得による支出228百万円による減少によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果減少した資金は529百万円（前年同期比128百万円減）となりました。これは主に、配当金の支払

いによる支出498百万円による減少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 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年10月６日に公表いたしました業績予想から変更はご 

ざいません。 

  

（１）追加情報  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

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 14,855,096 18,308,919

受取手形及び売掛金 13,369,286 14,056,299

商品及び製品 7,627,542 7,396,579

繰延税金資産 269,195 445,041

短期貸付金 15,965 14,294

その他 1,136,888 928,029

貸倒引当金 △41,594 △43,474

流動資産合計 37,232,380 41,105,688

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,383,348 8,370,546

減価償却累計額 △2,801,847 △2,945,214

建物及び構築物（純額） 5,581,501 5,425,332

土地 7,731,797 7,731,797

その他 1,045,367 1,202,825

減価償却累計額 △693,518 △764,477

その他（純額） 351,848 438,347

有形固定資産合計 13,665,147 13,595,477

無形固定資産   

のれん 9,423 －

その他 133,889 151,649

無形固定資産合計 143,313 151,649

投資その他の資産   

投資有価証券 1,243,881 1,510,618

長期貸付金 24,255 18,295

繰延税金資産 216,944 170,513

その他 824,350 810,321

貸倒引当金 △195,441 △171,187

投資その他の資産合計 2,113,989 2,338,561

固定資産合計 15,922,450 16,085,688

資産合計 53,154,830 57,191,377



（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   

買掛金 2,965,647 5,079,343

1年内返済予定の長期借入金 68,000 68,000

未払法人税等 1,892,396 1,707,560

役員賞与引当金 88,800 35,050

賞与引当金 5,200 21,750

その他 2,007,458 2,495,679

流動負債合計 7,027,502 9,407,383

固定負債   

社債 2,500,000 2,500,000

長期借入金 2,277,000 2,271,500

繰延税金負債 44,183 43,622

退職給付引当金 139,955 139,124

資産除去債務 51,970 52,445

その他 198,197 204,321

固定負債合計 5,211,306 5,211,014

負債合計 12,238,809 14,618,397

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,993,003 4,993,003

資本剰余金 5,994,503 5,994,503

利益剰余金 30,715,854 32,641,018

自己株式 △1,015,734 △1,015,734

株主資本合計 40,687,627 42,612,791

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △56,049 △45,053

繰延ヘッジ損益 △171,904 △456,704

為替換算調整勘定 △55,686 △117,402

その他の包括利益累計額合計 △283,640 △619,160

新株予約権 100,276 165,627

少数株主持分 411,758 413,721

純資産合計 40,916,021 42,572,979

負債純資産合計 53,154,830 57,191,377



（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 41,718,372 50,940,676

売上原価 31,083,570 38,479,193

売上総利益 10,634,801 12,461,483

販売費及び一般管理費 7,555,437 8,293,802

営業利益 3,079,363 4,167,680

営業外収益   

受取利息 2,121 1,814

受取配当金 14,583 18,441

債務勘定整理益 20,119 16,237

受取家賃 － 26,370

その他 80,603 56,815

営業外収益合計 117,428 119,679

営業外費用   

支払利息 12,723 18,652

支払手数料 4,875 8,581

為替差損 70,973 67,121

貸倒引当金繰入額 42,173 －

デリバティブ評価損 12,863 －

その他 11,727 25,079

営業外費用合計 155,337 119,434

経常利益 3,041,454 4,167,925

特別利益   

関係会社清算益 － 24,489

新株予約権戻入益 － 696

特別利益合計 － 25,186

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,232 －

投資有価証券評価損 32,379 －

特別損失合計 52,612 －

税金等調整前四半期純利益 2,988,842 4,193,111

法人税、住民税及び事業税 1,015,690 1,672,340

法人税等調整額 182,201 57,402

法人税等合計 1,197,891 1,729,743

少数株主損益調整前四半期純利益 1,790,950 2,463,368

少数株主利益 22,069 39,087

四半期純利益 1,768,881 2,424,280



（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 1,790,950 2,463,368

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △78,683 10,995

繰延ヘッジ損益 △924,383 △284,799

為替換算調整勘定 △47,976 △99,436

その他の包括利益合計 △1,051,044 △373,240

四半期包括利益 739,906 2,090,127

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 748,247 2,088,760

少数株主に係る四半期包括利益 △8,341 1,367



（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 2,988,842 4,193,111

減価償却費 165,929 242,194

のれん償却額 9,423 9,423

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △52,800 △53,750

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,809 16,550

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,996 △22,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,982 △830

受取利息及び受取配当金 △16,705 △20,256

支払利息 12,723 18,652

デリバティブ評価損益（△は益） 12,863 △11,903

関係会社清算損益（△は益） － △24,489

投資有価証券評価損益（△は益） 32,379 －

株式報酬費用 － 66,047

売上債権の増減額（△は増加） △849,292 △709,147

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,668,996 219,977

仕入債務の増減額（△は減少） 946,197 2,124,681

未払消費税等の増減額（△は減少） △324,456 206,068

その他の流動資産の増減額（△は増加） △505,217 72,320

その他の流動負債の増減額（△は減少） △89,796 △77,567

その他 44,343 24,349

小計 740,607 6,273,057

利息及び配当金の受取額 19,166 20,056

利息の支払額 △18,100 △14,025

法人税等の支払額 △1,992,654 △1,855,490

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,250,981 4,423,598

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 △20,000 －

定期預金の払戻による収入 40,000 －

有形固定資産の取得による支出 △79,004 △167,378

投資有価証券の取得による支出 △300,135 △30,297

関係会社株式の取得による支出 － △228,481

関係会社株式の売却による収入 － 5,007

貸付けによる支出 △23,152 △1,400

貸付金の回収による収入 15,305 9,030

その他の支出 △11,709 △15,199

その他の収入 1,000 1,819

投資活動によるキャッシュ・フロー △377,696 △426,899



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 220,000 －

長期借入金の返済による支出 － △5,500

自己株式の取得による支出 △120 －

リース債務の返済による支出 △18,404 △25,267

配当金の支払額 △602,315 △498,901

財務活動によるキャッシュ・フロー △400,840 △529,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,191 △13,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,056,709 3,453,822

現金及び現金同等物の期首残高 16,639,797 14,855,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,583,087 18,308,919



該当事項はありません。   

  

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） 

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ていない事業セグメントであり、不動産事業、倉庫事

業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額の内容は以下の通りであります。  

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない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。 

  

（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 
  

開発型 

ビジネスモデル

卸売型 

ビジネスモデル 
計 

売上高               

 外部顧客への売

上高 
20,519,110 20,196,012 40,715,122 1,003,249 41,718,372 － 41,718,372

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   － － － 2,854,021 2,854,021 △2,854,021  －

計 20,519,110 20,196,012 40,715,122 3,857,271 44,572,393 △2,854,021 41,718,372

セグメント利益 1,606,600 1,353,658 2,960,259 157,293 3,117,552 △38,189 3,079,363

  （単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間

セグメント間取引消去  79,245

全社費用※  △66,960

その他調整額  △50,475

合計  △38,189



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） 

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ていない事業セグメントであり、不動産事業、物流事

業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額の内容は以下の通りであります。  

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない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。   

  

  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 
  

開発型 

ビジネスモデル

卸売型 

ビジネスモデル 
計 

売上高               

 外部顧客への売

上高 
27,428,100 22,399,643 49,827,743 1,112,932 50,940,676 － 50,940,676

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   － － － 3,509,532 3,509,532 △3,509,532  －

計 27,428,100 22,399,643 49,827,743 4,622,465 54,450,209 △3,509,532 50,940,676

セグメント利益 2,468,010 1,595,832 4,063,842 151,947 4,215,789 △48,109 4,167,680

  （単位：千円）

  当第２四半期連結累計期間

セグメント間取引消去  103,260

全社費用※  △69,919

その他調整額  △81,450

合計  △48,109

（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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