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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 10,602 6.0 269 15.3 374 7.8 209 35.4
25年3月期第1四半期 9,998 1.3 233 △16.2 347 △10.0 154 △17.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 279百万円 （81.5％） 25年3月期第1四半期 153百万円 （△19.2％）

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

26年3月期第1四半期 40.08 ―
25年3月期第1四半期 29.61 ―

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

26年3月期第1四半期 18,948 11,523 60.7 2,202.69
25年3月期 18,117 11,360 62.6 2,171.43
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,503百万円 25年3月期  11,340百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 22.00 22.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 19,900 4.0 700 4.4 900 △0.3 500 1.1 95.74
通期 37,000 1.2 1,290 1.9 1,690 0.2 990 0.3 189.56



(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．３「２．サマリー情報(注記事項)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に対するレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 5,441,568 株 25年3月期 5,441,568 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 218,939 株 25年3月期 218,860 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,222,676 株 25年3月期1Q 5,222,745 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の金融政策による円安・株高効果により輸出企業を中

心に業績回復の期待が高まり、また消費者心理の改善により個人消費にも持ち直しの動きが出てきている一方、

海外景気の下振れや消費税の引き上げなど懸念要素も残っており、不透明感が拭えぬ状況が続いております。流

通業界におきましても依然として企業間競争は激しく、また我々の属する生活必需品の分野においては消費者の

生活防衛意識も根強いため、厳しい状況が続いております。 

 こうした状況下において、当社グループは卸売事業、物流関連事業のシナジー効果を 大化すべく営業活動に

励み、また同時にコスト削減を推し進めてまいりました。 

 上記の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は10,602百万円(前年同期比

106.0％)、営業利益は269百万円(前年同期比115.3％)、経常利益は374百万円(前年同期比107.8％)、四半期純利

益は209百万円(前年同期比135.4％)となりました。 

 当第１四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、殺虫剤をはじめとする夏物の季節商材が堅調に推移したものの、企業間競争の激化

により利益率は低下し、売上高は9,225百万円(前年同期比106.4％)、セグメント利益は21百万円(前年同期比

74.4％)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、受託先企業の季節商材の荷動きが良かった影響などにより取扱い物量が増加

し、売上高は1,341百万円(前年同期比101.4％)、セグメント利益は315百万円(前年同期比107.6％)となりまし

た。 

≪その他の事業≫ 

 その他の事業は、前連結会計年度において太陽光発電事業を開始したことにより売上高は34百万円(前年同期

比471.8％)、セグメント利益は21百万円(前年同期比338.5％)となりました。    

（２）財政状態に関する説明 

(資産) 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、18,948百万円(前連結会計年度末比830百万円増加)となりま

した。流動資産につきましては、10,904百万円(前連結会計年度末比845百万円増加)となりました。主な増減の

要因としましては、受取手形及び売掛金が1,313百万円増加したことによるものであります。固定資産につきま

しては、8,043百万円(前連結会計年度末比14百万円減少)となりました。主な増減の要因としましては、建物及

び構築物が32百万円減少したことによるものであります。 

(負債) 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、7,424百万円(前連結会計年度末比667百万円増加)となりまし

た。流動負債につきましては、6,474百万円(前連結会計年度末比657百万円増加)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249百万円増加したこと、また

短期借入金が650百万円増加したことによるものであります。固定負債につきましては、950百万円(前連結会計

年度末比10百万円増加)となりました。 

(純資産) 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、11,523百万円(前連結会計年度末比162百万円増加)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94百万円増加したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績につきましては、平成25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．当四半期決算に関する定性的情報



（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１四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。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,381,965 1,140,586

受取手形及び売掛金 6,014,087 7,327,727

商品 2,023,772 1,860,251

その他 641,810 577,863

貸倒引当金 △1,680 △1,438

流動資産合計 10,059,955 10,904,990

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,548,684 1,516,593

土地 3,798,984 3,798,984

その他（純額） 770,774 749,220

有形固定資産合計 6,118,444 6,064,798

無形固定資産 53,367 48,614

投資その他の資産 1,886,110 1,929,991

固定資産合計 8,057,922 8,043,404

資産合計 18,117,878 18,948,395

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,026,345 3,275,932

短期借入金 1,420,000 2,070,000

未払法人税等 275,003 168,095

賞与引当金 48,933 33,947

その他 1,046,719 926,179

流動負債合計 5,817,001 6,474,154

固定負債   

退職給付引当金 321,034 328,181

役員退職慰労引当金 235,604 239,031

その他 383,495 383,495

固定負債合計 940,133 950,708

負債合計 6,757,134 7,424,862



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 10,353,310 10,447,753

自己株式 △188,000 △188,082

株主資本合計 11,575,104 11,669,465

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58,668 127,071

土地再評価差額金 △288,147 △288,147

為替換算調整勘定 △4,887 △4,564

その他の包括利益累計額合計 △234,367 △165,640

少数株主持分 20,005 19,708

純資産合計 11,360,743 11,523,533

負債純資産合計 18,117,878 18,948,395



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 9,998,756 10,602,003

売上原価 8,791,677 9,314,397

売上総利益 1,207,079 1,287,606

販売費及び一般管理費 973,512 1,018,198

営業利益 233,566 269,407

営業外収益   

受取利息 2,297 3,112

受取配当金 6,193 8,419

仕入割引 87,096 78,897

その他 23,693 21,193

営業外収益合計 119,281 111,622

営業外費用   

支払利息 2,026 1,977

売上割引 3,679 4,685

その他 － 37

営業外費用合計 5,705 6,700

経常利益 347,142 374,329

税金等調整前四半期純利益 347,142 374,329

法人税等 191,049 163,794

少数株主損益調整前四半期純利益 156,093 210,534

少数株主利益 1,430 1,192

四半期純利益 154,662 209,342



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 156,093 210,534

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,715 68,402

為替換算調整勘定 445 323

その他の包括利益合計 △2,269 68,726

四半期包括利益 153,823 279,261

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 152,392 278,068

少数株主に係る四半期包括利益 1,430 1,192



 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。     

   

  セグメント情報 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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  

 (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△94,538千円にはセグメント間取引消去2,255千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△96,794千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１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６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  

 (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、不動産賃貸事業及び 

     太陽光発電事業等を含んでおります。 

   ２. セグメント利益の調整額△88,734千円にはセグメント間取引消去2,178千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△90,913千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。  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 
 8,668,901  1,322,447  9,991,349  7,407  9,998,756  －  9,998,756

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 96  16,184  16,281  －  16,281  △16,281  －

計  8,668,998  1,338,632  10,007,630  7,407  10,015,037  △16,281  9,998,756

セグメント利益  28,868  292,907  321,775  6,329  328,105  △94,538  233,566

  （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 
9,225,568  1,341,491  10,567,060  34,943  10,602,003  －  10,602,003

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 91  17,450  17,542  －  17,542  △17,542  －

計  9,225,660  1,358,942  10,584,603  34,943  10,619,546  △17,542  10,602,003

セグメント利益  21,478  315,239  336,718  21,424  358,142  △88,734  269,407
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