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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 29,827 5.4 1,018 10.2 1,336 5.6 762 7.4
25年3月期第3四半期 28,301 0.6 923 △10.7 1,265 △5.6 710 2.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 811百万円 （13.0％） 25年3月期第3四半期 717百万円 （△1.9％）

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

26年3月期第3四半期 146.08 ―
25年3月期第3四半期 136.05 ―

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

26年3月期第3四半期 18,784 12,055 64.1 2,303.97
25年3月期 18,117 11,360 62.6 2,171.43
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 12,032百万円 25年3月期 11,340百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 22.00 22.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 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 37,000 1.2 1,290 1.9 1,690 0.2 990 0.3 189.56



(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 
(注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 （２）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） 

※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
四半期連結財務諸表に対する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 ： 無
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） 26年3月期3Q 5,441,568 株 25年3月期 5,441,568 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 218,979 株 25年3月期 218,860 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 5,222,644 株 25年3月期3Q 5,222,736 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の大規模な金融政策による円安や株高効果により輸出

企業が勢いを取り戻し、また消費者心理が改善したことにより個人消費も高額品を中心に持ち直しの動きが出て

きています。一方、海外景気の下振れや消費税率の引き上げによる生活防衛など懸念要素も残っており、不透明

感が拭えぬ状況が続いております。流通業界におきましても依然として業態を超えた企業間競争は激しく、また

我々の属する生活必需品の分野においては消費者の節約志向も根強いため、厳しい状況が続いております。 

 こうした状況下において、当社グループは卸売事業、物流関連事業のシナジー効果を 大化すべく営業活動に

励み、また同時にコスト削減を推し進めてまいりました。 

 上記の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は29,827百万円(前年同期比

105.4％)、営業利益は1,018百万円(前年同期比110.2％)、経常利益は1,336百万円(前年同期比105.6％)、四半期

純利益は762百万円(前年同期比107.4％)となりました。 

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の内容は、次のとおりであります。 

≪卸売事業≫ 

 卸売事業におきましては、季節商材の導入が堅調だったこと、また既存顧客の深耕に注力したことにより売上

高は順調でしたが、企業間競争の激化により利益率は低下しました。その結果、売上高は25,459百万円(前年同

期比105.5％)、セグメント利益は220百万円(前年同期比65.1％)となりました。 

≪物流関連事業≫ 

 物流関連事業におきましては、受託先企業の物量が順調に増えたことにより取扱高が増加し、また物流センタ

ー構内作業の効率化に努めたことにより利益率も改善しました。その結果、売上高は4,277百万円(前年同期比

103.0％)、セグメント利益は1,030百万円(前年同期比119.7％)となりました。 

≪その他の事業≫ 

 不動産賃貸業及び前連結会計年度より開始した太陽光発電事業等を含むその他の事業におきましては、売上高

90百万円(前年同期比413.3％)、セグメント利益は48百万円(前年同期比263.5％)となりました。    

（２）財政状態に関する説明 

(資産) 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、18,784百万円(前連結会計年度末比666百万円増加)となりま

した。流動資産につきましては、10,442百万円(前連結会計年度末比382百万円増加)となりました。主な増減の

要因としましては、商品が170百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が766百万円増加したことによるもの

であります。固定資産につきましては、8,342百万円(前連結会計年度末比284百万円増加)となりました。主な増

減の要因としましては、投資その他の資産が148百万円増加したことによるものであります。 

(負債) 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、6,728百万円(前連結会計年度末比28百万円減少)となりまし

た。流動負債につきましては、5,759百万円(前連結会計年度末比57百万円減少)となりました。主な増減の要因

としましては、短期借入金が250百万円減少したことによるものであります。固定負債につきましては、969百万

円(前連結会計年度末比29百万円増加)となりました。 

(純資産) 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、12,055百万円(前連結会計年度末比694百万円増加)となりま

した。主な増減の要因としましては、利益剰余金が648百万円増加したこと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 

 通期の連結業績につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりませ 

ん。なお、この連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいています。実際の業績 

は、様々な要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 税金費用については、当第３四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。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,381,965 1,361,943

受取手形及び売掛金 6,014,087 6,780,949

商品 2,023,772 1,852,916

その他 641,810 447,926

貸倒引当金 △1,680 △1,673

流動資産合計 10,059,955 10,442,062

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,548,684 1,462,768

土地 3,798,984 3,798,984

その他（純額） 770,774 1,003,705

有形固定資産合計 6,118,444 6,265,458

無形固定資産 53,367 41,844

投資その他の資産 1,886,110 2,035,059

固定資産合計 8,057,922 8,342,362

資産合計 18,117,878 18,784,425

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,026,345 3,339,720

短期借入金 1,420,000 1,170,000

未払法人税等 275,003 292,276

賞与引当金 48,933 71,232

その他 1,046,719 886,308

流動負債合計 5,817,001 5,759,537

固定負債   

退職給付引当金 321,034 340,797

役員退職慰労引当金 235,604 245,885

その他 383,495 382,732

固定負債合計 940,133 969,415

負債合計 6,757,134 6,728,953
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 719,530 719,530

資本剰余金 690,265 690,265

利益剰余金 10,353,310 11,001,342

自己株式 △188,000 △188,122

株主資本合計 11,575,104 12,223,014

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58,668 102,266

土地再評価差額金 △288,147 △288,147

為替換算調整勘定 △4,887 △4,419

その他の包括利益累計額合計 △234,367 △190,300

少数株主持分 20,005 22,757

純資産合計 11,360,743 12,055,471

負債純資産合計 18,117,878 18,784,425
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 28,301,858 29,827,597

売上原価 24,514,019 25,824,076

売上総利益 3,787,839 4,003,521

販売費及び一般管理費 2,864,131 2,985,393

営業利益 923,707 1,018,128

営業外収益   

受取利息 8,138 9,074

受取配当金 12,380 15,283

仕入割引 230,504 225,844

その他 110,808 86,750

営業外収益合計 361,832 336,953

営業外費用   

支払利息 6,306 5,130

売上割引 13,475 13,852

その他 － 37

営業外費用合計 19,782 19,020

経常利益 1,265,757 1,336,061

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,019

特別利益合計 － 3,019

特別損失   

投資有価証券評価損 500 －

特別損失合計 500 －

税金等調整前四半期純利益 1,265,256 1,339,080

法人税等 549,383 571,906

少数株主損益調整前四半期純利益 715,872 767,173

少数株主利益 5,333 4,242

四半期純利益 710,539 762,931
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 715,872 767,173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,661 43,598

為替換算調整勘定 70 468

その他の包括利益合計 1,732 44,066

四半期包括利益 717,605 811,240

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 712,272 806,997

少数株主に係る四半期包括利益 5,333 4,242
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

  セグメント情報 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 (注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含

んでおります。 

   ２. セグメント利益の調整額△293,917千円にはセグメント間取引消去8,119千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△302,037千円が含まれております。全社費用は、主に提出会社の総務人

事・経理財務部門の一般管理費であります。  

   ３． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 (注)１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び 

     太陽光発電事業等を含んでおります。 

   ２. セグメント利益の調整額△281,397千円にはセグメント間取引消去7,069千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△288,466千円が含まれております。全社費用は、主に提出会社の総務人

事・経理財務部門の一般管理費であります。  

   ３． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１）

合計 
  

調整額 
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
 (注３) 

卸売事業 
物流関連
事業 

計 

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 24,126,420  4,153,656  28,280,076  21,782  28,301,858  －  28,301,858

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 547  49,695  50,242  －  50,242  △50,242  －

計  24,126,967  4,203,351  28,330,319  21,782  28,352,101  △50,242  28,301,858

セグメント利益  338,695  860,340  1,199,035  18,588  1,217,624 △293,917  923,707

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注１）

合計 
  

調整額 
（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
 (注３) 

卸売事業 
物流関連
事業 

計 

売上高               

外部顧客への 

売上高 
 25,459,628  4,277,946  29,737,574  90,023  29,827,597  －  29,827,597

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 285  51,048  51,333  －  51,333  △51,333  －

計  25,459,913  4,328,994  29,788,908  90,023  29,878,931  △51,333  29,827,597

セグメント利益  220,341  1,030,194  1,250,536  48,988  1,299,525 △281,397  1,018,128
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