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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 28,119 8.8 1,034 18.2 1,340 14.6 691 11.9
23年3月期第3四半期 25,837 △1.2 875 △3.3 1,169 △0.6 618 △5.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 731百万円 （24.6％） 23年3月期第3四半期 586百万円 （―％）

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3四半期 132.43 ―

23年3月期第3四半期 118.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 17,131 10,127 59.0
23年3月期 15,899 9,502 59.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,113百万円 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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 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、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 33,700 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．２「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」をご覧ください。 

(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3Q 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3Q 218,823 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3Q 5,222,780 株 23年3月期3Q 5,237,230 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要が本格化するとの期待が高まるな

かで、欧米の経済が混迷し円高が続き、持ち直しつつあった景気が減速するなど依然として厳しい雇用・所得環

境のもと、個人消費も振るわず、低調な状況が続いております。 

 このような中、当社の当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高28,119百万円(前年同期比108.8％)、営業

利益1,034百万円(前年同期比118.2％)、経常利益1,340百万円(前年同期比114.6％)、四半期純利益691百万円(前

年同期比111.9％)となりました。 

 当第３四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、前半の季節商品の売上が寄与するとともに新規取引の売上の拡大により、売上高は

23,816百万円(前年同期比109.8％)、セグメント利益391百万円(前年同期比116.0％)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、受託物流の取扱量が安定して推移するとともに業務の効率化を図ったことによ

り、売上高は4,281百万円(前年同期比103.4％)、セグメント利益896百万円(前年同期比112.1％)となりました。

≪その他の事業≫ 

 その他の事業は、売上高20百万円(前年同期比144.5％)、セグメント利益17百万円(前年同期比154.5％)となり

ました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は17,131百万円(前連結会計年度末比1,231百万円増加)となりま

した。流動資産につきましては10,122百万円(前連結会計年度末比1,230百万円増加)となりました。主な増減の

要因としましては現金及び預金が996百万円、受取手形及び売掛金が615百万円増加し、商品が233百万円減少し

たことによるものであります。固定資産は7,008百万円(前連結会計年度末比１百万円増加)となりました。 

(負債) 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は7,004百万円(前連結会計年度末比606百万円増加)となりました。

流動負債につきましては6,134百万円(前連結会計年度末比745百円増加)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106百万円減少した一方で支払手形及び買掛金が217百万円、短期借入金が640百万円それ

ぞれ増加したことによるものであります。固定負債は869百万円(前連結会計年度末比139百万円減少)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123百万円減少したことによるものであります。 

(純資産) 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は10,127百万円(前連結会計年度末比625百万円増加)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586百万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３四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。 

    

（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。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,081,130 2,077,751

受取手形及び売掛金 5,449,819 6,065,637

商品 1,867,922 1,634,358

その他 496,253 347,962

貸倒引当金 △2,829 △3,009

流動資産合計 8,892,296 10,122,701

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,587,368 1,692,939

土地 3,804,552 3,798,984

その他（純額） 331,535 256,914

有形固定資産合計 5,723,457 5,748,838

無形固定資産 65,984 58,099

投資その他の資産 1,218,088 1,201,993

固定資産合計 7,007,530 7,008,931

資産合計 15,899,826 17,131,633

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,978,844 3,196,703

短期借入金 1,157,208 1,797,812

未払法人税等 365,919 259,796

賞与引当金 50,459 71,873

その他 836,882 808,538

流動負債合計 5,389,313 6,134,723

固定負債   

長期借入金 123,166 －

退職給付引当金 292,953 309,230

役員退職慰労引当金 213,775 221,943

その他 378,586 338,304

固定負債合計 1,008,482 869,477

負債合計 6,397,796 7,004,201



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 9,184,785

自己株式 △187,939 △187,968

株主資本合計 9,820,276 10,406,612

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,989 767

土地再評価差額金 △326,649 △288,147

為替換算調整勘定 △5,572 △5,738

その他の包括利益累計額合計 △327,232 △293,118

少数株主持分 8,986 13,938

純資産合計 9,502,030 10,127,432

負債純資産合計 15,899,826 17,131,633



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 25,837,739 28,119,730

売上原価 22,314,240 24,312,177

売上総利益 3,523,498 3,807,553

販売費及び一般管理費 2,648,351 2,773,142

営業利益 875,146 1,034,411

営業外収益   

受取利息 6,743 6,282

受取配当金 9,367 11,727

仕入割引 234,869 241,036

その他 72,316 71,071

営業外収益合計 323,297 330,118

営業外費用   

支払利息 14,963 8,800

売上割引 12,754 15,489

その他 1,362 －

営業外費用合計 29,080 24,290

経常利益 1,169,364 1,340,239

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,236 －

特別利益合計 1,236 －

特別損失   

固定資産除却損 327 －

固定資産売却損 209 －

投資有価証券売却損 4 －

投資有価証券評価損 886 465

特別損失合計 1,427 465

税金等調整前四半期純利益 1,169,173 1,339,774

法人税等 546,592 641,661

少数株主損益調整前四半期純利益 622,580 698,112

少数株主利益 4,219 6,441

四半期純利益 618,361 691,671



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 622,580 698,112

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,025 △4,221

土地再評価差額金 － 37,651

為替換算調整勘定 △5,697 △165

その他の包括利益合計 △35,722 33,263

四半期包括利益 586,858 731,376

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 582,638 724,934

少数株主に係る四半期包括利益 4,219 6,441



 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△273,908千円にはセグメント間取引消去159千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△274,068千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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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△271,818千円にはセグメント間取引消去12,733千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△284,552千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 
 21,683,600  4,139,605  25,823,206  14,532  25,837,739  －  25,837,739

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 8,136  57,164  65,300  －  65,300  △65,300  －

計  21,691,737  4,196,770  25,888,507  14,532  25,903,040  △65,300  25,837,739

セグメント利益  337,774  799,833  1,137,607  11,447  1,149,055 △273,908  875,146

  （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 
 23,816,836  4,281,901  28,098,738  20,992  28,119,730  －  28,119,730

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 7,495  51,301  58,797  －  58,797  △58,797  －

計  23,824,332  4,333,203  28,157,535  20,992  28,178,527  △58,797  28,119,730

セグメント利益  391,859  896,678  1,288,538  17,691  1,306,229 △271,818  1,034,411

（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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