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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 157,906 4.2 △434 ― 816 26.3 320 ―
23年3月期第1四半期 151,471 0.3 △327 ― 646 △46.3 △212 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 467百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △357百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.15 ―
23年3月期第1四半期 △2.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 200,363 45,591 22.7
23年3月期 191,541 45,665 23.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  45,571百万円 23年3月期  45,645百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（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

第2四半期(累計) 312,000 1.5 145 417.9 2,100 4.6 620 50.5 8.25
通期 609,000 1.2 400 39.7 4,300 1.0 1,440 41.8 19.17



(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、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法にもとづく
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〕Ｐ３「１．当四半期決算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。 

4.  その他

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   ：  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） 24年3月期1Q 79,301,124 株 23年3月期 79,301,124 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,198,543 株 23年3月期 2,196,827 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 77,103,560 株 23年3月期1Q 75,044,345 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生いたしました東日本大震災により、企業

活動は生産や輸出が大幅に減少し、個人消費は震災後の自粛ムードにより低迷するとともに、福島第一原子力発電

所の事故による電力供給不足等もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。  

 当社グループでは東北、関東の一部地域において被災した拠点はありましたが、全国ネットワークを活用し他拠

点より生活に必要となる日用品、家庭用品等を被災地に供給し、地域社会の復興に繋がるよう努力してまいりまし

た。  

 被災した拠点も５月初旬には概ね従来の機能を回復し、安定的に商品供給できる体制を整備してきております。 

 

 このような厳しい環境下において、当社グループは積極的な営業活動と利益体質強化に努めた結果、当第１四半

期連結累計期間における売上高は157,906百万円、営業損失434百万円、経常利益は816百万円、四半期純利益は320

百万円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における営業成績は、売上高は前年同期で4.2％増加いたしましたが、売上総利益率

が前年同期比で0.5％低下いたしました。これは主に震災の影響による主力メーカーの仕入高の減少にともなう、

リベートや物流インセンティブ等の減少によるものであります。  

 販売費及び一般管理費においては、売上高の増加にともない若干増加いたしましたが、売上対比で前期比0.4％

の減少となりました。営業外収益につきましては、仕入割引が前年同期比と比較して113百万円増加し、営業外費

用では前年同期で比較して支払利息が18百万円減少いたしました。また、特別損失においては遊休資産を売却した

ことにともない売却損100百万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

メントあるため省略しておりますので、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23年４月１日 
至 平成23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 
 46,315  109.8

トイレタリー 

衣料用洗剤・台所用洗剤・食器洗

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 

 46,461  109.1

紙製品 
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品 
 31,631  98.2

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 
 9,469  95.8

ペット用品・その他 ペット用品・その他  24,027  97.8

合計  157,906  104.2
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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200,363百万円となり、前連結会計年度末と比較して8,821百万円の増

加となりました。  

 資産の部では、流動資産は142,069百万円となり、前連結会計年度末と比較して9,158百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金が1,511百万円、受取手形及び売掛金が7,766百万円増加し、商品及び製品が1,390百

万円減少したことによるものであります。  

 固定資産は58,293百万円となり、前連結会計年度末と比較して336百万円の減少となりました。これは主に建物

及び構築物が283百万円、のれんが106百万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118,101百万円となり、前連結会計年度末と比較して6,871百万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942百万円、短期借入金が4,735百万円増加したことによるものであります。

 固定負債は36,670百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,023百万円の増加となりました。これは主に長

期借入金が2,046百万円増加したことによるものであります。  

 純資産の部は45,591百万円となり、前連結会計年度末と比較して73百万円減少となり、自己資本比率は22.7％と

なりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間において、業績はほぼ予算どおり推移しており、今後も順調に推移するものと考えて

おりますので中期経営計画における経営戦略を引き続き推進してまいります。 

  

 当第１四半期連結累計期間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１四半期連結累計期間   

自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

前年同期比 

    ％ 

北海道地区  13,302  102.4

東北地区   15,216  109.8

関東地区  51,857  105.2

中部地区   25,455  96.4

関西地区  23,812  108.3

中四国地区  11,894  100.3

九州地区  16,366  108.6

合計  157,906  104.2
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,640 11,152

受取手形及び売掛金 70,942 78,708

商品及び製品 30,203 28,812

繰延税金資産 1,145 1,084

その他 21,216 22,508

貸倒引当金 △235 △196

流動資産合計 132,911 142,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,949 16,666

土地 20,076 19,996

その他（純額） 7,008 6,862

有形固定資産合計 44,034 43,525

無形固定資産   

のれん 2,294 2,187

その他 2,217 2,280

無形固定資産合計 4,511 4,467

投資その他の資産   

投資有価証券 4,513 4,763

繰延税金資産 2,480 2,448

その他 3,346 3,340

貸倒引当金 △255 △251

投資その他の資産合計 10,083 10,300

固定資産合計 58,630 58,293

資産合計 191,541 200,363
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 56,843 57,786

短期借入金 40,847 45,582

未払法人税等 1,059 404

賞与引当金 1,421 866

役員賞与引当金 35 －

その他 11,022 13,461

流動負債合計 111,230 118,101

固定負債   

長期借入金 21,537 23,584

繰延税金負債 1,063 1,063

退職給付引当金 7,366 7,427

役員退職慰労引当金 455 465

その他 4,222 4,128

固定負債合計 34,646 36,670

負債合計 145,876 154,771

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 18,371 18,151

自己株式 △706 △707

株主資本合計 45,747 45,527

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △101 44

その他の包括利益累計額合計 △101 44

少数株主持分 19 19

純資産合計 45,665 45,591

負債純資産合計 191,541 200,363
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 151,471 157,906

売上原価 132,506 138,900

売上総利益 18,965 19,005

販売費及び一般管理費 19,292 19,440

営業損失（△） △327 △434

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 37 40

仕入割引 1,081 1,195

その他 155 288

営業外収益合計 1,277 1,527

営業外費用   

支払利息 219 201

その他 84 74

営業外費用合計 303 276

経常利益 646 816

特別利益   

保険解約返戻金 126 －

投資有価証券売却益 0 0

その他 2 0

特別利益合計 129 0

特別損失   

固定資産売却損 29 100

投資有価証券売却損 4 －

投資有価証券評価損 24 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 261 －

その他 60 1

特別損失合計 380 108

税金等調整前四半期純利益 394 708

法人税、住民税及び事業税 157 360

法人税等調整額 450 27

法人税等合計 607 387

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△212 320

少数株主利益 － 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △212 320
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（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△212 320

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △144 146

その他の包括利益合計 △144 146

四半期包括利益 △357 467

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △357 466

少数株主に係る四半期包括利益 － 0
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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