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（百万円未満切捨て）

（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 ％

2021年３月期第２四半期 23,564 0.3 463 － 659 329.6 514 755.0

2020年３月期第２四半期 23,495 0.4 △74 － 153 △11.5 60 △17.1

（注）包括利益 2021年３月期第２四半期 1,048百万円（704.6％） 2020年３月期第２四半期 130百万円（△26.2％）

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

2021年３月期第２四半期 26.18 －

2020年３月期第２四半期 2.99 －

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

2021年３月期第２四半期 30,470 21,010 69.0 1,069.42

2020年３月期 29,434 20,497 69.6 1,043.36

（参考）自己資本 2021年３月期第２四半期 21,010百万円 2020年３月期 20,497百万円

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

2020年３月期 － 0.00 － 27.00 27.00

2021年３月期 － 0.00

2021年３月期（予想） － 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

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 45,500 △2.5 20 △58.6 390 △17.4 200 △9.1 10.18

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）



 

（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

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） 2021年３月期２Ｑ 20,214,480株 2020年３月期 20,214,480株

②  期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 567,744株 2020年３月期 568,943株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 19,646,050株 2020年３月期２Ｑ 20,094,681株

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（注）詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（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）

（注）期末自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式（2021 年３月期２Ｑ 

190,000 株、2020 年３月期 191,200 株）が含まれております。

また、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に含めております。（2021 年３月期２Ｑ 190,686 株、2020 年３月期２Ｑ 191,200 株）。

なお、株式会社日本カストディ銀行は、ＪＴＣホールディングス株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会

社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が 2020 年７月 27 日に合併し発足しました。

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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３ページ「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。
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前第２四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

前年同期比増減額

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

キッチン用品 7,853 33.4 8,281 35.2 428

ダイニング用品 6,266 26.7 5,134 21.8 △1,132

サニタリー用品 3,560 15.2 3,521 14.9 △39

収納用品 1,797 7.6 1,835 7.8 38

プラケース・園芸用品 647 2.8 947 4.0 299

インテリア関連商品 376 1.6 405 1.7 29

シーズン用品その他 2,992 12.7 3,437 14.6 445

合計 23,495 100.0 23,564 100.0 69

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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い緊急事態宣言が発出

され、企業活動の制限のみならず様々な分野の経済活動に波及し、生産活動や消費活動が著しく低下する状況とな

りました。また緊急事態宣言が解除され、経済活動は再開したものの、景気の回復は鈍く、経済の先行きは依然と

して不透明な状況にあります。

当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い「新たな生活様式」の浸透によって個人

の消費行動が変容するなど、市場環境を含めてより多様化が進みました。

このような中、当社グループにおきましても、従業員の外出の自粛や時差出勤及び在宅勤務によって「密」を避

けるなどの事業運営上の対策を図り、安定した物流体制や販売体制の維持及び構築に努めました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、いわゆる「巣ごもり消費」を背景として、「インターネット

通信販売事業」やプラケース・園芸用品等を扱う「プラスチック日用品製造事業」の販売が伸長したこと、緊急事

態宣言が解除された６月以降は、家庭用品・日用雑貨等を扱う「家庭用品卸売事業」の販売が一時的に回復した結

果、売上高は 235 億 64 百万円（前年同期比 0.3％増）となりました。損益面におきましては、収益性の高い商品の

販売が伸長したこと等により、営業利益４億 63 百万円（前年同期は営業損失 74 百万円）、経常利益６億 59 百万

円（前年同期比 329.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益５億 14 百万円（前年同期比 755.0％増）となり

ました。

品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

「キッチン用品」は、フライパン、鍋ギフトセット、調理小物等を中心に 82 億 81 百万円（前年同期比 5.5％

増）となりました。「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、タンブラー、卓上保温用品等を中心に 51 億 34 百

万円（前年同期比 18.1％減）となりました。「サニタリー用品」は、清掃用具、浴室小物、スペアテープ等を中心

に 35 億 21 百万円（前年同期比 1.1％減）となりました。「収納用品」は、プラスチック引き出しケース、寝具小

物、キッチンアクセサリー等を中心に 18 億 35 百万円（前年同期比 2.1％増）となりました。「プラケース・園芸

用品」は、コンテナ収納、園芸用品を中心に９億 47 百万円（前年同期比 46.2％増）となりました。「インテリア

関連商品」は、時計、照明等を中心に４億５百万円（前年同期比 7.8％増）となりました。「シーズン用品その

他」は、キャンプ小物、ウォータージャグ、ベビー用品等を中心に 34 億 37 百万円（前年同期比 14.9％増）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

①　総資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は 195 億 66 百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億 62 百

万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が１億 12 百万円減少したことと、受取手形及び売掛金が４億

48 百万円、商品及び製品が１億 44 百万円、電子記録債権（流動資産のその他）が２億 82 百万円それぞれ増加し

たことによるものであります。固定資産は 109 億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億 74 百万円増加

いたしました。これは主に有形固定資産が４億 95 百万円、無形固定資産が 37 百万円それぞれ減少したことと、

投資その他の資産が８億７百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は 304 億 70 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 10 億 36 百万円増加いたしました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は 72 億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億 22 百万

円増加いたしました。これは主に短期借入金が 32 百万円、支払手形及び買掛金が１億 46 百万円、未払法人税等

が１億 52 百万円、流動負債のその他が 77 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 22

億 51 百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億円増加いたしました。これは主に長期借入金が１億 35 百万円

減少したことと、繰延税金負債（固定負債のその他）が２億 35 百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は 94 億 60 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億 23 百万円増加いたしました。
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（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は 210 億 10 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億 13

百万円増加いたしました。これは主に剰余金の配当５億 35 百万円と、親会社株主に帰属する四半期純利益５億

14 百万円の計上及びその他有価証券評価差額金の増加５億 32 百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は 69.0％（前連結会計年度末は 69.6％）となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、36 億 39 百万円（前年

同期は 39 億 93 百万円）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、46 百万円（前年同期は営業活動の結果使用した資金 14 億 75 百万円）となり

ました。これは主に、減少要因としての貸倒引当金の減少額 34 百万円、売上債権の増加額７億 31 百万円、たな

卸資産の増加額１億 62 百万円、法人税等の支払額１億３百万円、増加要因としての税金等調整前四半期純利益

７億 76 百万円、減価償却費１億 49 百万円、仕入債務の増加額１億 46 百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は、４億 71 百万円（前年同期は投資活動の結果使用した資金 59 百万円）となり

ました。これは主に、減少要因としての有形固定資産の取得による支出 29 百万円、投資有価証券の取得による

支出 22 百万円、増加要因としての有形固定資産の売却による収入５億 12 百万円、補助金による収入 15 百万円

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、６億 36 百万円（前年同期は財務活動の結果獲得した資金 12 億 83 百万円）

となりました。これは主に、減少要因としての長期借入金の返済による支出１億 24 百万円、配当金の支払額５

億 35 百万円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、2020 年５月 19 日公表の「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公

表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

詳細につきましては、本日公表しました「2021 年３月期 第２四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異

に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,759,469 3,646,531

受取手形及び売掛金 8,869,384 9,318,052

商品及び製品 4,645,643 4,789,706

仕掛品 19,034 19,430

原材料 116,825 134,653

その他 1,404,187 1,669,376

貸倒引当金 △10,357 △11,359

流動資産合計 18,804,187 19,566,393

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,996,412 2,907,617

土地 3,231,485 2,836,543

その他（純額） 217,756 205,717

有形固定資産合計 6,445,655 5,949,878

無形固定資産

のれん 399,604 361,978

その他 31,742 32,318

無形固定資産合計 431,346 394,296

投資その他の資産

投資有価証券 3,290,104 4,079,173

その他 505,047 487,567

貸倒引当金 △42,038 △6,600

投資その他の資産合計 3,753,113 4,560,140

固定資産合計 10,630,115 10,904,315

資産合計 29,434,303 30,470,708

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,327,088 3,473,288

短期借入金 2,014,567 2,046,593

1年内返済予定の長期借入金 260,186 271,724

未払法人税等 134,149 286,716

賞与引当金 229,588 232,142

その他 820,617 898,230

流動負債合計 6,786,197 7,208,694

固定負債

長期借入金 1,527,351 1,391,489

役員株式給付引当金 10,919 18,426

退職給付に係る負債 260,737 262,828

その他 351,656 578,719

固定負債合計 2,150,663 2,251,463

負債合計 8,936,861 9,460,158

純資産の部

株主資本

資本金 1,706,000 1,706,000

資本剰余金 1,269,000 1,269,000

利益剰余金 16,650,093 16,628,925

自己株式 △313,938 △313,311

株主資本合計 19,311,155 19,290,613

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,116,873 1,649,175

繰延ヘッジ損益 9 －

退職給付に係る調整累計額 69,402 70,761

その他の包括利益累計額合計 1,186,286 1,719,936

純資産合計 20,497,441 21,010,550

負債純資産合計 29,434,303 30,470,708
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 （単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 23,495,200 23,564,267

売上原価 19,086,525 18,719,468

売上総利益 4,408,675 4,844,799

販売費及び一般管理費 4,483,387 4,380,894

営業利益又は営業損失（△） △74,712 463,905

営業外収益

受取利息 75 38

受取配当金 38,217 40,303

仕入割引 129,883 108,791

賃貸収入 36,477 38,473

その他 40,051 26,142

営業外収益合計 244,707 213,750

営業外費用

支払利息 10,497 12,055

賃貸費用 3,263 3,050

その他 2,753 3,274

営業外費用合計 16,514 18,380

経常利益 153,480 659,275

特別利益

固定資産売却益 － 117,158

特別利益合計 － 117,158

特別損失

固定資産除却損 37 －

特別損失合計 37 －

税金等調整前四半期純利益 153,443 776,433

法人税等 93,274 262,009

四半期純利益 60,168 514,423

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 60,168 514,423

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

四半期純利益 60,168 514,423

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 71,659 532,301

繰延ヘッジ損益 292 △9

退職給付に係る調整額 △1,866 1,358

その他の包括利益合計 70,084 533,650

四半期包括利益 130,253 1,048,074

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 130,253 1,048,074

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（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）

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 153,443 776,433

減価償却費 152,750 149,586

のれん償却額 37,625 37,625

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,360 △34,436

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,099 2,554

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,360 △7,200

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 5,199 7,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △137,754 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,958 2,091

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △16,324 △14,820

受取利息及び受取配当金 △38,293 △40,341

支払利息 10,497 12,055

有形固定資産売却損益（△は益） － △117,158

有形固定資産除却損 37 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,284,847 △731,607

たな卸資産の増減額（△は増加） △318,642 △162,288

仕入債務の増減額（△は減少） △2,380,539 146,199

未払又は未収消費税等の増減額 △50,439 47,656

その他 135,077 48,781

小計 △1,188,094 122,638

利息及び配当金の受取額 38,305 40,354

利息の支払額 △10,497 △12,462

保険金の受取額 479 －

災害損失の支払額 △19,552 －

法人税等の支払額 △296,183 △103,575

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,475,542 46,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △38,026 △29,096

有形固定資産の売却による収入 － 512,100

投資有価証券の取得による支出 △21,733 △22,327

貸付金の回収による収入 1,215 745

無形固定資産の取得による支出 △1,411 △5,078

敷金及び保証金の差入による支出 △750 △325

敷金及び保証金の回収による収入 1,060 416

補助金による収入 － 15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,645 471,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 2,006,200 32,025

長期借入金の返済による支出 △127,904 △124,324

配当金の支払額 △543,018 △535,591

自己株式の取得による支出 △99,955 △0

自己株式の処分による収入 53,300 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,247 △8,370

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,283,375 △636,260

現金及び現金同等物に係る換算差額 298 81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251,514 △117,789

現金及び現金同等物の期首残高 4,244,967 3,757,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,993,453 3,639,384

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会

計上の見積りについて、重要な変更はありません。
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