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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 316,537 3.0 △312 ― 2,025 0.8 898 118.0
23年3月期第2四半期 307,426 1.7 28 △93.9 2,008 △16.0 412 △59.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,153百万円 （642.8％） 23年3月期第2四半期 155百万円 （―％）

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 11.65 ―
23年3月期第2四半期 5.49 ―

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 195,201 46,277 23.7
23年3月期 191,541 45,665 23.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  46,258百万円 23年3月期  45,645百万円

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 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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 609,000 1.2 400 39.7 4,300 1.0 1,440 41.8 19.17



(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、金融商品取引法にもとづく
四半期財務諸表のレビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、現況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、〔添付資料〕Ｐ３「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 79,301,124 株 23年3月期 79,301,124 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,199,446 株 23年3月期 2,196,827 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 77,102,816 株 23年3月期2Q 75,043,657 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わが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による被害とその

後の福島第一原子力発電所の事故による電力供給不足により、企業の生産活動の停滞や消費の自粛など国内景気に

大きな影響を受けましたが、企業の生産活動や個人消費は回復の兆しを見せる一方で、欧州の金融不安を背景に長

期化する円高、株価の低迷、デフレなどの影響から、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような厳しい環境下において、当社グループは積極的な営業活動と利益体質強化に努めた結果、当第２四半

期連結累計期間における売上高は316,537百万円、営業損失312百万円、経常利益は2,025百万円、四半期純利益は

898百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業成績は、売上高は前年同期比で3.0％増加いたしましたが、売上総利益

率が前年同期比で0.2％低下いたしました。これは主に競争激化による販売価格の減少によるものであります。 

 販売費及び一般管理費においては、売上高の増加にともない若干増加いたしましたが、売上対比で前年同期比

0.1％の減少となりました。営業外収益につきましては、仕入割引が前年同期比で163百万円増加し、営業外費用で

は前年同期比で支払利息が23百万円減少いたしました。また、特別損失においては遊休資産を売却したことにとも

ない売却損101百万円を計上いたしました。 

  

 セグメントの業績につきましては、当社グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売業を主たる事業とする単一セグ

メントであるため省略しておりますので、カテゴリー別および地区別の売上実績につきまして以下に記載いたしま

す。 

カテゴリー別売上実績  

  

１．当四半期決算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カテゴリー別売上実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円） 

カテゴリー 主要商品 
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 

前年同期比 

      ％ 

Health & Beauty 
化粧品・装粧品・石鹸・入浴剤・

オーラルケア 
 93,893  106.8

トイレタリー 

衣料用洗剤・台所用洗剤・食器洗

剤・住居用洗剤・芳香剤・防虫

剤・殺虫剤・乾電池・記録メディ

ア・照明用品・電気応用品・ＯＡ

用品・文具・食品・カー用品 

 90,244  105.8

紙製品 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 63,292  96.3

家庭用品 
台所用雑貨・住居用雑貨・生活用

雑貨・レジャー用品・園芸用品 
 20,219  97.8

ペット用品・その他 ペット用品・その他  48,887  102.3

合計  316,537  103.0
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地区別売上実績 

  

  

（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資産合計は195,201百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,659百万円の増

加となりました。 

 資産の部では、流動資産は134,445百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,534百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金が1,703百万円、受取手形及び売掛金が186百万円増加し、商品及び製品が720百万円

減少したことによるものであります。 

 固定資産は60,756百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,125百万円の増加となりました。これは主に有

形固定資産が1,936百万円増加したことによるものであります。 

 負債の部では、流動負債は109,437百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,792百万円の減少となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が667百万円、短期借入金が2,536百万円減少したことによるものであります。

 固定負債は39,486百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,840百万円の増加となりました。これは主に長

期借入金が4,832百万円増加したことによるものであります。 

 純資産の部は46,277百万円となり、前連結会計年度末と比較して612百万円増加となり、自己資本比率は23.7％

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月期第２四半期（累計）連結業績予想および個別業績予想については修正開示を行いましたが、通期

業績予想については、最近の経済環境を考慮した場合、現段階で判断することは困難なため、当初の業績予想とい

たしました。 

当第２四半期連結累計期間における地区別売上実績は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

地区 
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 

前年同期比 

    ％ 

北海道地区  27,474  102.7

東北地区   30,649  105.3

関東地区  104,084  104.6

中部地区   50,478  96.2

関西地区  47,331  105.7

中四国地区  23,625  98.4

九州地区  32,892  106.6

合計  316,537  103.0
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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：百万円）

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 9,640 11,343 

受取手形及び売掛金 70,942 71,128 

商品及び製品 30,203 29,482 

繰延税金資産 1,145 993 

その他 21,216 21,651 

貸倒引当金 △235 △155 

流動資産合計 132,911 134,445 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,949 19,625 

土地 20,076 19,996 

その他（純額） 7,008 6,349 

有形固定資産合計 44,034 45,971 

無形固定資産   

のれん 2,294 2,083 

その他 2,217 2,297 

無形固定資産合計 4,511 4,380 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,513 4,971 

繰延税金資産 2,480 2,377 

その他 3,346 3,272 

貸倒引当金 △255 △216 

投資その他の資産合計 10,083 10,403 

固定資産合計 58,630 60,756 

資産合計 191,541 195,201 
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（単位：百万円）

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 56,843 56,176 

短期借入金 40,847 38,311 

未払法人税等 1,059 926 

賞与引当金 1,421 1,717 

役員賞与引当金 35 17 

その他 11,022 12,288 

流動負債合計 111,230 109,437 

固定負債   

長期借入金 21,537 26,370 

繰延税金負債 1,063 1,063 

退職給付引当金 7,366 7,339 

役員退職慰労引当金 455 491 

その他 4,222 4,221 

固定負債合計 34,646 39,486 

負債合計 145,876 148,924 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000 

資本剰余金 23,083 23,083 

利益剰余金 18,371 18,730 

自己株式 △706 △707 

株主資本合計 45,747 46,106 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △101 152 

その他の包括利益累計額合計 △101 152 

少数株主持分 19 19 

純資産合計 45,665 46,277 

負債純資産合計 191,541 195,201 
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（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：百万円）

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 307,426 316,537 

売上原価 268,537 277,281 

売上総利益 38,888 39,256 

販売費及び一般管理費 38,860 39,568 

営業利益又は営業損失（△） 28 △312 

営業外収益   

受取利息 4 4 

受取配当金 52 55 

仕入割引 2,234 2,398 

その他 328 478 

営業外収益合計 2,620 2,937 

営業外費用   

支払利息 442 419 

その他 197 180 

営業外費用合計 639 600 

経常利益 2,008 2,025 

特別利益   

固定資産売却益 0 0 

投資有価証券売却益 0 2 

貸倒引当金戻入額 18 － 

保険解約返戻金 126 － 

その他 － 0 

特別利益合計 144 3 

特別損失   

固定資産売却損 29 101 

投資有価証券売却損 4 2 

投資有価証券評価損 60 6 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 261 － 

その他 70 42 

特別損失合計 427 152 

税金等調整前四半期純利益 1,725 1,875 

法人税、住民税及び事業税 1,097 836 

法人税等調整額 215 140 

法人税等合計 1,313 976 

少数株主損益調整前四半期純利益 412 898 

少数株主利益 － 0 

四半期純利益 412 898 
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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：百万円）

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 412 898 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △256 254 

その他の包括利益合計 △256 254 

四半期包括利益 155 1,153 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 155 1,152 

少数株主に係る四半期包括利益 － 0 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,725 1,875 

減価償却費 1,483 1,511 

のれん償却額 361 211 

賞与引当金の増減額（△は減少） 381 295 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △118 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 △27 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △487 36 

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △354 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 261 － 

受取利息及び受取配当金 △57 △60 

支払利息 442 419 

固定資産売却損益（△は益） 29 101 

投資有価証券売却損益（△は益） 4 △0 

投資有価証券評価損益（△は益） 60 6 

売上債権の増減額（△は増加） △4,787 △186 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,234 720 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,261 △474 

その他 △708 934 

小計 △262 4,888 

利息及び配当金の受取額 60 62 

利息の支払額 △444 △390 

法人税等の支払額 △1,220 △964 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,867 3,596 

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 △506 △591 

定期預金の払戻による収入 370 349 

有形固定資産の取得による支出 △842 △2,979 

有形固定資産の売却による収入 60 13 

無形固定資産の取得による支出 △350 △395 

投資有価証券の取得による支出 △84 △85 

投資有価証券の売却による収入 19 4 

その他 88 △59 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,246 △3,745 

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） 1,495 △3,980 

長期借入れによる収入 11,500 11,000 

長期借入金の返済による支出 △4,786 △4,723 

社債の償還による支出 △10 － 

配当金の支払額 △376 △538 

少数株主への配当金の支払額 － △0 

その他 △183 △248 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,638 1,508 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,524 1,360 

現金及び現金同等物の期首残高 7,294 8,684 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,818 10,044 

株式会社あらた（2733）　平成24年３月期第２四半期決算短信

8



 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。  

  

  

（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
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