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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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 親会社株主に帰属する四
半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 183,126 6.5 1,754 128.8 1,946 96.1 1,163 10.0
27年3月期第2四半期 171,877 1.9 767 △8.0 992 △6.7 1,058 122.8

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 868百万円 （△45.3％） 27年3月期第2四半期 1,588百万円 （465.6％）

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

28年3月期第2四半期 57.65 ―
27年3月期第2四半期 52.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 123,470 37,624 30.4
27年3月期 121,065 37,062 30.6
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 37,585百万円 27年3月期 37,013百万円

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 

27年3月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 5円00銭 

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

27年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
28年3月期 ― ―
28年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 親会社株主に帰属する
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 360,000 3.1 3,000 13.6 3,300 10.1 2,700 2.2 133.77



(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 ： 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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期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、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 ： 有
②①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） 28年3月期2Q 20,519,212 株 27年3月期 20,519,212 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 336,137 株 27年3月期 335,730 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 20,183,295 株 27年3月期2Q 20,183,789 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、企業業績と雇用環境の改善や設備投資が

増加傾向を示すなど緩やかな回復基調が続いているものの、海外景気の下振れ懸念や金融市場

の急激な変動など経済回復の持続が不透明な状況で推移してまいりました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、円安による物価上昇や消費税

増税の影響は一巡しましたが、人件費上昇などによる物流コストのアップ、オーバーストアなどに起

因する激しい価格競争の中で生き残りをかけた機能充実とローコスト競争がさらに厳しくなっており

ます。また、生活必需品に対する消費者の節約・低価格志向が続き、消費全般の基調は楽観視で

きない状況です。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社15社、非連結子会社１社および持分法適

用関連会社１社を含め、物流を伴う現物問屋として、安心安全な商品の安定供給に全力を尽くす

とともに、情報・物流・リテールサポート・品揃え・品質管理などの各機能を充実させた提案を行い、

関連各部門および各子会社との連携強化による総合力を活かした商流の構築と共同配送事業の

拡大に努めてまいりました。 

また、新規取引先の獲得や既存取引先でのシェアーアップに一段と努力いたしました結果、売

上高は1,831億26百万円（前年同四半期比6.5％増）となり、112億48百万円の増収となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレ

ーションの追求による経費の節減に努力いたしました結果、営業利益は17億54百万円（前年同四

半期比128.8％増）、経常利益は19億46百万円（前年同四半期比96.1％増）、また、前期に発生し

た負ののれん発生益および受取補償金がなくなったことなどから、親会社株主に帰属する四半期

純利益は11億63百万円（前年同四半期比10.0％増）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ24億５百万円増加

し、1,234億70百万円となりました。主な要因は、「建物及び構築物」の増加額24億68百万円、「現

金及び預金」の増加額９億26百万円によるものです。負債の部においては前連結会計年度末に

比べ18億43百万円増加し、858億46百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び買掛金」の

増加額14億86百万円、「短期借入金」の増加額10億90百万円、「長期借入金」の減少額10億76百

万円によるものです。 

また、純資産においては前連結会計年度末に比べ５億62百万円増加し、376億24百万円となり

ました。主な要因は、「利益剰余金」の増加額８億61百万円、「その他有価証券評価差額金」の減

少額２億50百万円によるものです。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27年５月８日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合

会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月

13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間か

ら適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余

金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期

連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純

利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ

いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準

第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、

第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微で

あります。 
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,526 11,452

受取手形及び売掛金 39,919 39,808

電子記録債権 510 606

商品及び製品 7,222 7,315

仕掛品 19 19

原材料及び貯蔵品 272 267

その他 6,635 6,941

貸倒引当金 △1,053 △1,110

流動資産合計 64,050 65,297

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,820 18,288

土地 21,744 21,653

その他（純額） 7,167 6,174

有形固定資産合計 44,731 46,114

無形固定資産

ソフトウエア 843 757

その他 249 384

無形固定資産合計 1,091 1,141

投資その他の資産

投資有価証券 9,389 9,069

退職給付に係る資産 65 104

その他 2,478 2,449

貸倒引当金 △739 △704

投資その他の資産合計 11,193 10,918

固定資産合計 57,015 58,173

資産合計 121,065 123,470

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,336 41,822

短期借入金 8,857 9,947

未払法人税等 326 822

賞与引当金 773 1,075

その他 12,226 12,054

流動負債合計 62,519 65,721

固定負債

長期借入金 13,295 12,219

役員退職慰労引当金 295 285

厚生年金基金解散損失引当金 － 35

退職給付に係る負債 378 386

その他 7,516 7,200

固定負債合計 21,484 20,125

負債合計 84,003 85,846
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,026 1,026

資本剰余金 946 949

利益剰余金 30,111 30,972

自己株式 △345 △345

株主資本合計 31,738 32,601

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,779 4,529

退職給付に係る調整累計額 495 454

その他の包括利益累計額合計 5,274 4,983

非支配株主持分 49 39

純資産合計 37,062 37,624

負債純資産合計 121,065 123,470
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 171,877 183,126

売上原価 158,386 168,187

売上総利益 13,492 14,939

販売費及び一般管理費 12,725 13,185

営業利益 767 1,754

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 54 57

仕入割引 34 33

持分法による投資利益 － 33

貸倒引当金戻入額 42 －

雑収入 275 267

営業外収益合計 412 396

営業外費用

支払利息 100 112

売上割引 36 35

持分法による投資損失 8 －

雑損失 42 58

営業外費用合計 186 205

経常利益 992 1,946

特別利益

固定資産売却益 5 5

投資有価証券売却益 33 0

負ののれん発生益 509 －

受取補償金 305 －

特別利益合計 851 5

特別損失

固定資産除売却損 105 14

減損損失 － 23

投資有価証券評価損 50 －

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 35

特別損失合計 154 72

税金等調整前四半期純利益 1,689 1,879

法人税、住民税及び事業税 662 827

法人税等調整額 △44 △108

法人税等合計 618 720

四半期純利益 1,071 1,159

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

13 △4

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,058 1,163
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 1,071 1,159

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 556 △252

退職給付に係る調整額 △41 △41

持分法適用会社に対する持分相当額 2 2

その他の包括利益合計 517 △291

四半期包括利益 1,588 868

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,575 873

非支配株主に係る四半期包括利益 13 △4
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（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） 

該当事項はありません。 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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