
  

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 

  

２．配当の状況 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  

（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  161,231  3.0  912  5.0  922  14.3  469  16.0

25年３月期第１四半期  156,575  1.4  869  16.1  806  0.3  404  29.2

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 455百万円（ ％） 77.4   25年３月期第１四半期 256百万円 （ ％） 55.7

  
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  6.09 －

25年３月期第１四半期  5.25 －

  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  216,371  48,881  22.6  633.80

25年３月期  206,699  49,044  23.7  635.91

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 48,859百万円   25年３月期 49,022百万円 

  
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 － 8.00  8.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 9.00  9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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）  315,000  1.3  2,300  20.7  2,100  17.9  900  △2.0  11.67

通期  622,000  0.9  4,700  26.1  4,400  22.0  1,900  7.5  24.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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 79,301,124株 25年３月期 79,301,124株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,211,105株 25年３月期 2,209,951株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 77,090,694株 25年３月期１Ｑ 77,096,959株

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きの対象外であり、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きを実施しております。

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「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。
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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、政府によるデフレ脱却と経済再生に向けた金融緩和の実施や

成長戦略の期待感から、円安・株高が進行し、輸出企業を中心に一部に景気持ち直しの兆しはあるものの、中国を

始めとする新興国経済の減速懸念や円安による輸入品価格の上昇など、国内景気に対するリスク要因もあり、依然

として先行きは不透明な状況が続いております。 

このような経営環境の中、当社グループは引き続き積極的な営業活動による売上拡大を推進するとともに、物

流、間接機能につきましては集約と生産性向上に向けた構造改革を推進してまいりました。 

将来に向けた成長戦略として、小売業様の売場におけるインストアシェアの拡大を目指し、マス広告と店頭販売

の効果的な連動による店頭活性化提案を推進し、また成長拡大が続いているシニアマーケティング分野の商品拡充

や、ネット販売にも注力し、国内売上拡大に取り組んでまいりました。  

海外事業につきましては日系小売業様のアジア進出が加速する中、平成24年９月から中国上海にて営業活動を開

始し、更に将来の成長拡大が見込まれるＡＳＥＡＮ地域への展開も検討してまいりました。 

更に、物流拠点再構築の一環として、中部地区に新江南センターを平成25年７月の稼動に向けて準備を進めてま

いりました。 

以上のような営業活動と生産性向上を目指した業務体制整備により、収益性、安定性の強化に努めてまいりまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は161,231百万円（前年同四半期3.0％増）、営業利益は

912百万円（前年同四半期5.0％増）、経常利益は922百万円（前年同四半期14.3％増）、四半期純利益は469百万円

（前年同四半期16.0％増）となりました。 

  

 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

メントであるため記載を省略しておりますので、カテゴリー別および業態別の売上実績につきまして次に記載いた

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１四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 

前年同期比 

      ％ 

Health & Beauty 
化粧品・装粧品・石鹸・入浴剤・

オーラルケア 
 45,459  100.3

トイレタリー 

衣料用洗剤・台所用洗剤・食器用

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 

 46,675  105.9

紙製品 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 31,733  101.5

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 
 10,887  105.3

ペット用品・その他 ペット用品・その他  26,475  103.7

合計  161,231  103.0
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業態別売上実績 

  

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は216,371百万円となり、前連結会計年度末と比較して9,672百万円増加

となりました。 

資産の部では、流動資産は153,764百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,958百万円増加となりました。

これは主に現金及び預金が2,917百万円、受取手形及び売掛金が6,952百万円増加したことによるものでありま

す。 

 固定資産は62,607百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,713百万円の増加となりました。これは主にそ

の他に含まれている建設仮勘定が1,944百万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124,943百万円となり、前連結会計年度末と比較して8,427百万円増加となりました。

これは主に支払手形及び買掛金が1,548百万円、短期借入金が5,647百万増加したことによるものであります。 

固定負債は42,547百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,407百万円増加となりました。これは主に社債

が2,000百万円増加し、長期借入金が575百万円減少したことによるものであります。   

純資産の部は48,881百万円となり、前連結会計年度末と比較して162百万円減少となり、自己資本比率は22.6％

となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありま

せん。 

  

   

   

当第１四半期連結累計期間における業態別売上実績は、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 

前年同期比 

    ％ 

ドラッグストア  72,112  103.8

ホームセンター  30,961  103.4

ＳＭ  17,069  100.1

ＧＭＳ  12,160  101.5

ＣＶＳ  2,365  83.5

その他  26,560  105.0

合計  161,231  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 8,108 11,026

受取手形及び売掛金 82,592 89,544

商品及び製品 31,009 31,176

繰延税金資産 846 704

その他 23,336 21,381

貸倒引当金 △87 △67

流動資産合計 145,806 153,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,201 17,944

土地 19,997 19,759

その他（純額） 7,781 10,004

有形固定資産合計 45,980 47,708

無形固定資産   

のれん 1,524 1,416

その他 2,583 2,650

無形固定資産合計 4,108 4,066

投資その他の資産   

投資有価証券 6,314 6,315

繰延税金資産 1,266 1,188

その他 3,325 3,424

貸倒引当金 △102 △96

投資その他の資産合計 10,804 10,832

固定資産合計 60,893 62,607

資産合計 206,699 216,371
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 65,031 66,580

短期借入金 34,636 40,284

未払法人税等 1,192 330

賞与引当金 1,429 849

その他 14,226 16,897

流動負債合計 116,515 124,943

固定負債   

社債 － 2,000

長期借入金 27,930 27,354

退職給付引当金 7,977 7,974

役員退職慰労引当金 650 628

その他 4,580 4,589

固定負債合計 41,139 42,547

負債合計 157,655 167,490

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 20,705 20,558

自己株式 △711 △711

株主資本合計 48,078 47,930

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 939 917

為替換算調整勘定 5 12

その他の包括利益累計額合計 944 929

少数株主持分 21 22

純資産合計 49,044 48,881

負債純資産合計 206,699 216,371
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 156,575 161,231

売上原価 140,489 144,933

売上総利益 16,085 16,297

販売費及び一般管理費 15,216 15,385

営業利益 869 912

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 40 42

業務受託手数料 68 68

その他 100 163

営業外収益合計 210 276

営業外費用   

支払利息 201 175

その他 71 90

営業外費用合計 272 265

経常利益 806 922

特別利益   

固定資産売却益 0 72

投資有価証券売却益 19 －

特別利益合計 20 72

特別損失   

固定資産売却損 － 28

固定資産除却損 1 1

特別損失合計 1 29

税金等調整前四半期純利益 825 965

法人税、住民税及び事業税 410 263

法人税等調整額 9 230

法人税等合計 420 494

少数株主損益調整前四半期純利益 405 470

少数株主利益 0 1

四半期純利益 404 469

株式会社あらた（2733）　平成26年3月期第１四半期決算短信

6



（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：百万円）

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 405 470

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △148 △22

為替換算調整勘定 － 7

その他の包括利益合計 △148 △15

四半期包括利益 256 455

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 255 454

少数株主に係る四半期包括利益 0 1
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 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。 

   

   

（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）
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