
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  
（２）連結財政状態 

  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  151,471  0.3  △327  －  646  △46.3  △212  －

22年３月期第１四半期  151,069  4.2  246  －  1,204  83.7  508  154.9

  
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 

23年３月期第１四半期  △2  84  －      

22年３月期第１四半期  6  78  －      

  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 

23年３月期第１四半期  191,128  44,018  23.0  586  57

22年３月期  183,235  44,751  24.4  596  32

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 44,018百万円 22年３月期 44,751百万円

  
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 

22年３月期  －        0 00 －      5 00  5  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      6 00  6  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  305,000  0.9  700  50.1  2,500  4.5  700  △30.6  9  33

通期  600,000  1.7  1,200  －  4,700  20.9  1,500  15.8  19  99



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 －社 （ － ）、除外 －社  （ － ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
  
（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財務諸表のレビュー手続を実施しております。 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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］Ｐ．４「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）．連結業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。   
  
  
  
  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 79,301,124株 22年３月期 79,301,124株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 4,257,651株 22年３月期 4,256,010株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 75,044,345株 22年３月期１Ｑ 75,053,111株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における我が国の経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加や生産に持ち直しが見られるもの

の、全体的にはデフレ傾向が続き、個人消費は低迷した状況が続いております。また、ギリシアの財政危機に端を

発する一部欧州諸国の財政赤字や信用不安の増大が世界の金融市場に大きな影響を及ぼし、全体としては依然厳し

い状況が続いております。 

   このような状況の中で当社グループの取扱商品も、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向、低価格志向

は継続しており、厳しい経営環境が続いており、当第１四半期連結会計期間における売上高は151,471百万円、営

業利益は327百万円の営業損失、経常利益は646百万円、四半期純利益は212百万円の純損失となりました。 

  当第１四半期連結会計期間における営業成績は、売上高は前年同期比で0.3％増加いたしましたが、売上総利益

率が前年同期比で0.3％低下いたしました。これはデフレの継続による納入価格の低下や前期発生いたしましたイ

ンフレエンザ関係の高粗利商品の売上減によるものであります。 

 販売費及び一般管理費については売上の増加にともない若干増加いたしましたが低い伸び率で抑えることができ

ました。営業外収益につきましては、仕入割引が前年同期と比較して25百万円減少し、営業外費用では支払利息が

前年同期と比較して42百万円減少いたしました。また、特別損失に資産除去債務の会計基準の適用に伴う影響額と

して261百万円を計上いたしました。 

  

 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

メントあるため、カテゴリー別および地区別の売上実績につきまして以下に記載いたします。 

  

 カテゴリー別売上実績 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

    当連結会計年度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１四半期連結会計期間   

自 平成22年４月１日 
至 平成22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 
 42,195  －

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 

 42,601  －

紙製品 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 32,212  －

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 
 9,886  －

ペット用品・その他 ペット用品・その他  24,577  －

合計  151,471  －
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地区別売上実績 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は191,128百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,893百万円の増

加となりました。 

  資産の部では、流動資産は132,943百万円となり、前連結会計年度末と比較して8,133百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金が986百万円、受取手形及び売掛金が6,942百万円増加したことによるものでありま

す。 

  固定資産は58,185百万円となり、前連結会計年度末と比較して239百万円の減少となりました。これは主にのれ

ん勘定が180百万円減少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117,710百万円となり、前連結会計年度末と比較して8,631百万円の増加となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が3,535百万円、短期借入金が5,144百万円増加したことによるものでありま

す。 

  固定負債は29,399百万円となり、前連結会計年度末と比較して４百万円の微減となりました。 

 純資産の部は44,018百万円となり、前連結会計年度末と比較して732百万円の減少となり、自己資本率は23.0％

となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ975百万円増加し、8,270百万円となりました。  

 当第１四半期連結会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、支出した資金は2,831百万円（前年同期は1,302百万円の支出）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益が394百万円、減価償却費720百万円、仕入債務の増加額3,242百万円等の収入に対し、売

上債権の増加額6,942百万円の支出があったこと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、支出した資金は324百万円（前年同期は235百万円の支出）となりました。これは主に、有形固

定資産の売却による収入60百万円、投資有価証券の売却による収入19百万円等の収入に対して、有形・無形固定資

産の取得による支出449百万円、投資有価証券の取得による支出29百万円等の支出があったことによるものであり

ます。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は4,132百万円（前年同期は2,934百万円の獲得）となりました。これは主に、短

期借入金の純増額5,196百万円、長期借入による収入1,300百万円の収入に対して、長期借入金の返済による支出

1,930百万円、配当金の支出357百万円等の支出があったことによるものであります。 

  

 当連結会計年度における地区別売上実績は、次のとおりであります。 

（単位：百万円）

地区 
当第１四半期連結会計期間   

自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日 

前年同期比

    ％ 

北海道地区  12,992  －

東北地区   13,857  －

関東地区  49,309  －

中部地区   26,392  －

関西地区  21,990  －

中四国地区  11,863  －

九州地区  15,066  －

合計  151,471  －
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結経営成績に関する定性的情報にも記載いたしましたが、今後もデフレが継続することにより引き続き厳しい

環境続くものと考えております。このような環境下において、営業戦略につきましては、引き続き得意先様の店頭

活性化に取り組み売上拡大を図ってまいります。 

   物流につきましては、物流センターの新設および倉庫内作業の標準化を図り、さらなるローコスト化を進めてま

いります。 

   経費につきましては、営業活動に直接影響しない固定費を中心に削減してまいります。 

 これらの活動を通じて予想業績の達成をめざしてまいりますので、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績

予想は、当初の予想（平成22年５月14日発表）を変更しておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、営業損失は18百万円増加し、経常利益は同額減少し、税金等調整前四半期純利益は280百万円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は696百万円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,229 8,242

受取手形及び売掛金 74,976 68,033

商品及び製品 26,510 27,046

繰延税金資産 834 922

その他 21,642 20,810

貸倒引当金 △248 △245

流動資産合計 132,943 124,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,652 17,518

土地 20,182 20,146

その他（純額） 5,543 5,126

有形固定資産合計 43,378 42,790

無形固定資産   

のれん 2,738 2,918

その他 2,057 2,092

無形固定資産合計 4,795 5,010

投資その他の資産   

投資有価証券 4,478 4,677

繰延税金資産 2,519 2,841

その他 3,270 3,361

貸倒引当金 △257 △257

投資その他の資産合計 10,011 10,623

固定資産合計 58,185 58,424

資産合計 191,128 183,235
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 57,001 53,465

短期借入金 47,427 42,283

未払法人税等 198 1,361

賞与引当金 903 1,420

役員賞与引当金 － 66

その他 12,180 10,481

流動負債合計 117,710 109,078

固定負債   

長期借入金 16,425 17,003

繰延税金負債 1,063 1,063

退職給付引当金 7,386 7,354

役員退職慰労引当金 417 930

その他 4,107 3,052

固定負債合計 29,399 29,404

負債合計 147,110 138,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 23,314 23,314

利益剰余金 17,143 17,731

自己株式 △1,370 △1,369

株主資本合計 44,087 44,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △68 75

評価・換算差額等合計 △68 75

純資産合計 44,018 44,751

負債純資産合計 191,128 183,235
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 151,069 151,471

売上原価 131,667 132,506

売上総利益 19,402 18,965

販売費及び一般管理費 19,155 19,292

営業利益又は営業損失（△） 246 △327

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 31 37

仕入割引 1,106 1,081

負ののれん償却額 15 －

その他 147 155

営業外収益合計 1,306 1,277

営業外費用   

支払利息 261 219

その他 87 84

営業外費用合計 349 303

経常利益 1,204 646

特別利益   

固定資産売却益 0 －

保険解約返戻金 － 126

その他 5 2

特別利益合計 6 129

特別損失   

固定資産売却損 74 29

投資有価証券売却損 4 4

投資有価証券評価損 7 24

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

その他 3 60

特別損失合計 88 380

税金等調整前四半期純利益 1,121 394

法人税、住民税及び事業税 443 157

法人税等調整額 169 450

法人税等合計 613 607

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △212

四半期純利益又は四半期純損失（△） 508 △212
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 1,121 394

減価償却費 676 720

のれん償却額 219 180

賞与引当金の増減額（△は減少） △538 △517

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 △513

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

受取利息及び受取配当金 △35 △40

支払利息 261 219

固定資産売却損益（△は益） 73 29

投資有価証券売却損益（△は益） 3 4

投資有価証券評価損益（△は益） 7 24

売上債権の増減額（△は増加） △4,094 △6,942

たな卸資産の増減額（△は増加） 704 536

仕入債務の増減額（△は減少） 2,656 3,242

その他 △1,346 952

小計 △244 △1,411

利息及び配当金の受取額 35 40

利息の支払額 △290 △243

法人税等の支払額 △803 △1,217

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,302 △2,831

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △15 △231

定期預金の払戻による収入 109 211

有形固定資産の取得による支出 △258 △286

有形固定資産の売却による収入 92 60

無形固定資産の取得による支出 △153 △162

投資有価証券の取得による支出 △29 △29

投資有価証券の売却による収入 38 19

その他 △17 95

投資活動によるキャッシュ・フロー △235 △324

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,605 5,196

長期借入れによる収入 500 1,300

長期借入金の返済による支出 △1,831 △1,930

配当金の支払額 △283 △357

その他 △56 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,934 4,132
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,396 975

現金及び現金同等物の期首残高 8,037 7,294

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,433 8,270
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 該当事項はありません。 

  

  

事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 当連結グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売及び小売を営んでおりますが、全セグメントの売上高の合

計、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める卸売事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。 

  

所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、

該当事項はありません。 

  

海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間において海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

セグメント情報  

 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あるため、記載を省略して

おります。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社あらた（２７３３）　平成23年３月期第１四半期決算短信

10


	サマリー.pdf
	本文.pdf



