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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 262,487 9.2 2,063 △30.4 2,279 △30.8 1,097 44.2
25年3月期第3四半期 240,416 5.8 2,962 2.9 3,291 8.2 760 △54.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,021百万円 （51.5％） 25年3月期第3四半期 674百万円 （△62.0％）

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 54.33 ―
25年3月期第3四半期 37.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 126,467 32,729 24.8
25年3月期 108,266 31,922 28.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 31,373百万円 25年3月期 30,595百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

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 350,000 11.6 2,600 △30.1 3,100 △24.9 1,300 19.4 64.41



(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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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 20,519,212 株 25年3月期 20,519,212 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 335,183 株 25年3月期 334,628 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 20,184,363 株 25年3月期3Q 20,184,878 株
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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策を背

景に輸出企業を中心に企業業績が回復し、全体の景況感も緩やかながらも改善しました。個人消

費においても消費マインドの好転や消費税増税前の高額品消費を中心に持ち直しの動きが見ら

れました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、原油価格の高止まり、輸入原材

料の高騰や雇用・所得環境の改善が遅れている中で、消費者の生活必需品への節約・低価格志

向が継続し、消費税増税に対する先行き懸念や、オーバーストアなどに起因する激しい価格競争

の中で、生き残りをかけた機能充実とローコスト競争がさらに厳しくなっており、依然として厳しい経

営環境が続いております。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社 16 社、非連結子会社１社および持分法適

用関連会社１社を含め、物流を伴う現物問屋として、安心安全な商品の安定供給に全力を尽くす

とともに、情報・物流・リテールサポート・品揃え・品質管理などの各機能を充実させた提案を行い、

関連各部門および各子会社との連携強化による総合力を活かした商流の構築と共同配送事業の

拡大に努めてまいりました。 

また、新規取引先の獲得や既存取引先でのシェアーアップに努力いたしました結果、売上高は

2,624億87百万円（前年同四半期比9.2%増）となり、220億71百万円の増収となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレ

ーションの追求による経費の節減に努力いたしましたが、売上総利益率の低下や物流に係る経費

などが増加したことにより、営業利益は20億63百万円（前年同四半期比30.4%減）、経常利益は22

億79百万円（前年同四半期比30.8%減）となりました。また、前年同四半期に発生した「のれん償却

額」がなくなったことなどから、四半期純利益は10億97百万円（前年同四半期比44.2%増）となりまし

た。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ182億円増加し、

1,264億67百万円となりました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」の増加額96億58百万円、「建

物及び構築物（純額）」の増加額35億63百万円によるものです。負債の部においては前連結会計

年度末に比べ173億94百万円増加し、937億38百万円となりました。主な要因は、「支払手形及び

買掛金」の増加額120億81百万円、「長期借入金」の増加額35億25百万円によるものです。 

また、純資産においては前連結会計年度末に比べ８億６百万円増加し、327億29百万円となりま

した。主な要因は、「利益剰余金」の増加額８億95百万円、「その他有価証券評価差額金」の減少

額１億16百万円によるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年11月12日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

 

（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 

該当事項はありません。 

 

（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。 
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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 

（百万円未満四捨五入）

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 9,669 12,425

受取手形及び売掛金 40,487 50,145

電子記録債権 － 237

商品及び製品 8,403 10,368

仕掛品 10 14

原材料及び貯蔵品 256 321

その他 6,551 7,184

貸倒引当金 △1,028 △1,402

流動資産合計 64,348 79,292

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,092 14,655

土地 19,243 19,586

その他（純額） 3,662 3,916

有形固定資産合計 33,998 38,158

無形固定資産   

ソフトウエア 601 625

その他 238 213

無形固定資産合計 840 837

投資その他の資産   

投資有価証券 7,185 6,327

その他 2,640 2,599

貸倒引当金 △743 △747

投資その他の資産合計 9,081 8,179

固定資産合計 43,919 47,174

資産合計 108,266 126,467

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,372 54,453

短期借入金 10,104 9,494

未払法人税等 858 596

賞与引当金 751 397

その他 10,352 12,991

流動負債合計 64,437 77,931

固定負債   

長期借入金 5,636 9,161

退職給付引当金 1,943 1,964

役員退職慰労引当金 276 292

その他 4,053 4,391

固定負債合計 11,907 15,807

負債合計 76,344 93,738
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（百万円未満四捨五入）

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 1,026 1,026

資本剰余金 946 946

利益剰余金 26,384 27,279

自己株式 △344 △344

株主資本合計 28,012 28,907

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,582 2,466

その他の包括利益累計額合計 2,582 2,466

少数株主持分 1,328 1,356

純資産合計 31,922 32,729

負債純資産合計 108,266 126,467
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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） 

（百万円未満四捨五入）

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 240,416 262,487

売上原価 220,303 241,289

売上総利益 20,113 21,197

販売費及び一般管理費 17,151 19,135

営業利益 2,962 2,063

営業外収益   

受取利息 11 11

受取配当金 86 96

仕入割引 40 50

持分法による投資利益 12 －

雑収入 389 364

営業外収益合計 539 521

営業外費用   

支払利息 127 128

売上割引 42 51

持分法による投資損失 － 73

雑損失 41 54

営業外費用合計 210 305

経常利益 3,291 2,279

特別利益   

固定資産売却益 7 6

投資有価証券売却益 0 331

国庫補助金 － 49

特別利益合計 7 386

特別損失   

固定資産除売却損 33 90

固定資産圧縮損 － 49

投資有価証券評価損 236 22

関係会社株式評価損 3 10

のれん償却額 773 －

抱合せ株式消滅差損 2 －

特別損失合計 1,048 171

税金等調整前四半期純利益 2,249 2,494

法人税、住民税及び事業税 1,290 1,438

法人税等調整額 157 △81

法人税等合計 1,447 1,357

少数株主損益調整前四半期純利益 802 1,137

少数株主利益 42 40

四半期純利益 760 1,097
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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） 

（百万円未満四捨五入）

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 802 1,137

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △129 △122

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 6

その他の包括利益合計 △129 △116

四半期包括利益 674 1,021

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 632 980

少数株主に係る四半期包括利益 42 40
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（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)

　　　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。
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