
  

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

  

（注）当社は、平成22年３月期第１四半期においては、四半期財務諸表を開示していないため、平成22年３月期第１四半
期の経営成績および平成23年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。  

  
（２）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 
（参考）平成22年３月期の１株当たり期末配当金につきましては、記念配当５円を含んでおります。  
  
３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）１．当社は、平成22年３月期第２四半期累計期間においては、四半期財務諸表を開示していないため、平成23年３
月期第２四半期累計期間の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

２．当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（１）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  187,555  －  1,566  －  2,724  －  1,284  －

22年３月期第１四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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  34  49  －      

22年３月期第１四半期  －        －      

  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  296,028  104,815  35.4  2,814  91

22年３月期  286,177  104,602  36.6  2,809  19

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 104,815百万円 22年３月期 104,602百万円

  
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  －            22 50 －      22 00  44  50

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  20 00 －      20 00  40  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）  394,000  －  5,300  －  7,700  －  4,200  －  112  80

通期  765,000  3.5  7,300  △8.5  12,200  △4.0  6,500  △3.6  174  56



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理および四半期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。 

  

（２）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。 

  

（３）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は終了しておりません。 

  

※  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および合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、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

前提となる条件およ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、四半期決算短信［添付資料］３ページ

「（３）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 37,235,657株 22年３月期 37,235,657株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 37,235,657株 22年３月期１Ｑ －株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の改善や、政府の緊急経済対策を

始めとする政策の効果を背景に、景気は緩やかな回復の兆しが見られたものの、雇用・所得不安やデフレ状況の

下、個人消費については予断を許さない状況が続いております。 

化粧品・日用品、一般用医薬品業界においては、販売先を中心とした業種・業態を超えた企業間競争の激化や

消費者の低価格志向を受け、市場全体としては厳しい環境が続いております。 

このような状況の中、当社はさらなる競争力の強化と生産性向上をめざし、当事業年度を初年度とする３ヵ年

中期経営計画を策定して、人々の「美と健康」に関する商品をフルラインで提供する中間流通業としてサプライチ

ェーン全体の効率化に貢献することを基本方針とした新たな成長戦略の実行に取り組んでおります。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,875億55百万円、営業利益は15億66百万円、経常利益は27億

24百万円、四半期純利益は12億84百万円となりました。 

なお、前年同四半期については、四半期財務諸表を開示していないため、前年同四半期との比較分析は行ってお

りません。 

  

当第１四半期会計期間におけるセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

  

卸売事業 

卸売事業は、消費低迷による価格の下落、天候不順による季節商材の減少、前期の新型インフルエンザ流行に

伴う予防関連商品の特需による反動等があったものの、販売先店舗の収益に貢献するための物流サービス機能やマ

ーチャンダイジング機能の強化に努めた結果、売上高は堅調に推移いたしました。 

また、沖縄地区のさらなる基盤強化と出荷キャパシティの拡大を目的に、平成22年４月に物流センター建設用

地(沖縄県うるま市)を取得いたしました。 

これらの結果、売上高は1,854億42百万円、営業利益は19億14百万円となりました。 

  

物流受託事業 

物流受託事業は、消費低迷による取扱量の減少があったものの、前期に取引を開始した新規受託先の増加分が

寄与し、売上高は堅調に推移いたしました。 

これらの結果、売上高は21億13百万円、営業利益は２億69百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べて98億50百万円増加し、2,960億28百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が83億44百万円、商品及び製品が57億27百万円増加したことや、現金及び預

金が21億11百万円減少したことによるものであります。 

  

（負債） 

当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べて96億37百万円増加し、1,912億13百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が127億７百万円、長期借入金が10億11百万円増加したことや、短期借入金

が19億71百万円、未払法人税等が31億４百万円減少したことによるものであります。  

  

（純資産） 

当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて２億13百万円増加し、1,048億15百万円となりまし

た。これは主に、配当金の支払い８億19百万円や、四半期純利益12億84百万円によるものであります。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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。）の残高は、前事業年度末より21

億11百万円減少し、271億44百万円となりました。 

当第１四半期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） 

営業活動の結果得られた資金は１億83百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益23億30百万円、売

上債権の増加83億44百万円、たな卸資産の増加57億27百万円、仕入債務の増加130億53百万円によるものでありま

す。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５億５百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出７億96

百万円、有形固定資産の売却による収入３億20百万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17億89百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少19億71百万円、長

期借入れによる収入15億円、長期借入金の返済による支出４億89百万円、配当金の支払額７億64百万円によるもの

であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日公表の予想に変更はありません。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している減価償却資産について、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目や税額控除項目のうち、僅少なものを省略する方法によっ

ております。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。  

  

（２）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）

および「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、営業利益および経常利益が４百万円減少し、税引前四半期純利益が162百万円減少しておりま

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232百万円であります。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,144 29,255

受取手形及び売掛金 133,057 124,712

商品及び製品 38,387 32,659

その他 15,702 16,897

貸倒引当金 △230 △206

流動資産合計 214,059 203,318

固定資産   

有形固定資産   

土地 37,976 37,778

その他（純額） 34,864 35,594

有形固定資産合計 72,841 73,373

無形固定資産 428 460

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,752 9,091

貸倒引当金 △53 △66

投資その他の資産合計 8,698 9,024

固定資産合計 81,968 82,858

資産合計 296,028 286,177

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 125,806 113,099

短期借入金 35,865 37,837

1年内返済予定の長期借入金 1,956 1,956

未払法人税等 1,062 4,167

賞与引当金 2,785 1,988

返品調整引当金 287 255

資産除去債務 79 －

その他 11,496 11,403

流動負債合計 179,338 170,707

固定負債   

長期借入金 7,315 6,304

退職給付引当金 2,026 2,006

資産除去債務 149 －

その他 2,383 2,557

固定負債合計 11,875 10,868

負債合計 191,213 181,575
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,482 12,482

資本剰余金 24,440 24,440

利益剰余金 67,312 66,847

株主資本合計 104,235 103,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 582 830

繰延ヘッジ損益 △2 0

評価・換算差額等合計 579 831

純資産合計 104,815 104,602

負債純資産合計 296,028 286,177
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 187,555

売上原価 167,763

売上総利益 19,792

販売費及び一般管理費 18,225

営業利益 1,566

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 67

仕入割引 858

情報提供料収入 282

その他 74

営業外収益合計 1,282

営業外費用  

支払利息 124

その他 0

営業外費用合計 125

経常利益 2,724

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 11

特別損失  

減損損失 237

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 158

その他 8

特別損失合計 404

税引前四半期純利益 2,330

法人税、住民税及び事業税 1,003

法人税等調整額 43

法人税等合計 1,046

四半期純利益 1,284
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 2,330

減価償却費 950

減損損失 237

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11

賞与引当金の増減額（△は減少） 796

返品調整引当金の増減額（△は減少） 31

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 124

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 158

売上債権の増減額（△は増加） △8,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,727

仕入債務の増減額（△は減少） 13,053

未収消費税等の増減額（△は増加） 611

未払消費税等の増減額（△は減少） 235

その他 △301

小計 4,147

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △51

法人税等の支払額 △3,980

営業活動によるキャッシュ・フロー 183

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 △796

有形固定資産の売却による収入 320

無形固定資産の取得による支出 △6

投資有価証券の取得による支出 △53

投資有価証券の売却による収入 33

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △505

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） △1,971

長期借入れによる収入 1,500

長期借入金の返済による支出 △489

リース債務の返済による支出 △63

配当金の支払額 △764

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,111

現金及び現金同等物の期首残高 29,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,144
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（１）生産、受注及び販売の状況  

当社は、平成22年３月期第１四半期会計期間においては、四半期財務諸表を開示していないため、前年同四半期

比の記載をしておりません。  

  

（販売実績）  

①当第１四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②当第１四半期会計期間における卸売事業の販売実績を販売先業態別に示すと、次のとおりであります。  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称  商品分類別の名称  金額（百万円）  前年同四半期比（％）

卸売事業 

化粧品    47,100   －

日用品    76,010   －

医薬品    28,603   －

健康・衛生関連品    31,720   －

その他    2,008   －

卸売事業売上高 計    185,442   －

物流受託事業  物流受託事業売上高    2,113   －

合計   187,555   －

販売先業態別の名称  金額（百万円）  前年同四半期比（％）

Drug ドラッグストア    110,839   －

HC  ホームセンター    23,463   －

GMS、Dept  
ゼネラルマーチャンダイジングス

トア、デパートメントストア  
  13,175   －

CVS  コンビニエンスストア    13,461   －

SM、CbS、SSM  

スーパーマーケット、コンビネー

ションストア、スーパースーパー

マーケット  

  13,266   －

仲間卸・均一ショップ  化粧品・日用品卸等    2,842   －

その他  輸出、その他    8,393   －

卸売事業売上高 計    185,442   －
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