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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 18,953 △0.0 36 △55.4 470 19.5 205 △8.6
25年3月期第2四半期 18,962 △4.4 81 △80.5 393 △49.8 225 △49.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 300百万円 （667.1％） 25年3月期第2四半期 39百万円 （△89.1％）

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2四半期 16.39 ―
25年3月期第2四半期 17.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 28,957 22,018 76.0
25年3月期 29,389 21,844 74.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  22,018百万円 25年3月期  21,844百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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、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 45,000 3.8 500 14.7 1,400 11.1 850 12.6 67.77



(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（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ますが、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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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

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2Q 13,330,042 株 25年3月期 13,330,042 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 788,097 株 25年3月期 786,813 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,542,686 株 25年3月期2Q 12,546,850 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、海外景気の下振

れリスクが懸念されるものの、政府の経済政策への期待感を背景に、円安による輸出環境の改善や株価の上昇も

あり、各経済指標に回復の兆しが見えてまいりました。 

一方、個人消費においては、高額商品を中心に持ち直しの動きがみられるものの、雇用環境の不安や所得の伸

び悩みもあり、生活関連商品に対する節約志向は依然として根強く、先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要販売先である大手量販店等の小売業界におきましては、業種業態を超えた価格競争がます

ます激化するなど、大変厳しい状況で推移いたしました。 

こうした中、当社グループにおきましては、消費者が求めている商品の発掘と取引先への提案、ならびにオリ

ジナル商品の開発等を強化してまいりました。 

平成25年４月には、家電商品の修理業務等を専門とするリード株式会社を当社グループに経営統合し、家電商

品卸販売事業の競争力強化を図ってまいりました。 

また、当社と連結子会社の大和無線電器株式会社、梶原産業株式会社の３社共催による合同商談会も引き続き

実施するなど、積極的な営業施策も進めてまいりました。 

このような状況の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、189億５千３百万円で前年同期比

0.04％の減収となり苦戦を強いられました。 

利益面におきましては、粗利益率の低下と販売費の増加等がありましたが、営業外収支の改善などにより、経

常利益は、４億７千万円で前年同期比19.5％の増益となりました。四半期純利益は、固定資産に係る減損損失１

億円を特別損失として計上したこと等の影響もあり、２億５百万円で前年同期比8.6％の減益となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末比４億３千１百万円減少し、289億５千

７百万円となりました。 

これは主に、現金及び預金で８億９千５百万円、たな卸資産で６億１千７百万円増加した一方で、受取手形及

び売掛金の売上債権で17億９千３百万円減少したことなどにより、流動資産で４億９千３百万円減少したこと、

また、有形固定資産で２千３百万円増加、無形固定資産で４千４百万円増加、投資その他の資産で６百万円減少

したことによるものであります。 

（負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末比６億５百万円減少し、69億３千９百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金で５億８百万円減少したことなどにより、流動負債で６億４千１百万円減

少、固定負債で３千６百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産につきましては前連結会計年度末比１億７千３百万円増加し、220億１千８百万円となりました。 

これは主に、四半期純利益２億５百万円による増加があった一方で、配当金の支払い１億２千５百万円による

減少があったこと、その他有価証券評価差額金が９千４百万円増加したこと等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 

連結業績予想につきましては、平成25年11月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりませ

ん。 

   

（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。 

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、平成25年４月１日付でリード株式会社の全株式を取得し

完全子会社といたしました。 

   

（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２四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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,999 4,894

受取手形及び売掛金 8,528 6,734

たな卸資産 2,430 3,048

その他 1,034 818

貸倒引当金 △8 △4

流動資産合計 15,984 15,491

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 415 410

土地 1,871 1,871

その他（純額） 46 74

有形固定資産合計 2,332 2,356

無形固定資産   

のれん 233 231

その他 122 169

無形固定資産合計 356 400

投資その他の資産   

投資有価証券 2,922 2,997

賃貸固定資産（純額） 3,875 3,778

長期預金 3,382 3,393

その他 536 540

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 10,715 10,709

固定資産合計 13,404 13,466

資産合計 29,389 28,957
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,226 3,718

短期借入金 1,450 1,500

1年内返済予定の長期借入金 237 135

未払法人税等 116 142

引当金 161 132

その他 464 387

流動負債合計 6,657 6,016

固定負債   

長期借入金 16 －

退職給付引当金 305 291

負ののれん 44 22

その他 521 609

固定負債合計 886 923

負債合計 7,544 6,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,644 2,644

資本剰余金 2,560 2,560

利益剰余金 16,771 16,851

自己株式 △432 △433

株主資本合計 21,544 21,623

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 300 394

その他の包括利益累計額合計 300 394

純資産合計 21,844 22,018

負債純資産合計 29,389 28,957
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 18,962 18,953

売上原価 15,971 16,004

売上総利益 2,991 2,948

販売費及び一般管理費 2,909 2,912

営業利益 81 36

営業外収益   

受取利息 13 14

受取配当金 32 31

仕入割引 320 331

投資不動産賃貸料 131 148

負ののれん償却額 22 22

その他 42 84

営業外収益合計 563 632

営業外費用   

支払利息 6 4

売上割引 123 131

不動産賃貸原価 55 49

為替差損 27 －

その他 38 12

営業外費用合計 251 198

経常利益 393 470

特別損失   

投資有価証券評価損 6 －

固定資産除却損 － 7

減損損失 － 100

特別損失合計 6 107

税金等調整前四半期純利益 387 362

法人税等 162 157

少数株主損益調整前四半期純利益 225 205

四半期純利益 225 205
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 225 205

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △185 94

その他の包括利益合計 △185 94

四半期包括利益 39 300

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39 300

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）
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