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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第2四半期 241,938 20.6 1,207 1.6 1,407 4.1 605 △73.3

30年3月期第2四半期 200,582 7.5 1,188 △29.3 1,353 △30.6 2,265 118.5

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　1,112百万円 （△58.5％） 30年3月期第2四半期　　2,679百万円 （77.5％）

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

31年3月期第2四半期 30.05 ―

30年3月期第2四半期 112.38 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第2四半期 186,900 52,441 25.7

30年3月期 179,407 51,733 26.5

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 47,940百万円 30年3月期 47,523百万円

2. 配当の状況

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

30年3月期 ― ― ― 20.00 20.00

31年3月期 ― ―

31年3月期（予想） ― 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 480,000 12.1 4,000 26.8 4,500 26.6 2,300 △26.2 114.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年3月期2Q 20,519,212 株 30年3月期 20,519,212 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 362,037 株 30年3月期 362,005 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 20,157,183 株 30年3月期2Q 20,157,860 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

　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、決算短信[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。

(金額の表示単位の変更について)

　当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、四捨五入で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１
四半期連結累計期間より切捨てで記載することに変更いたしました。

　なお、比較を容易にするため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度についても切捨てに表示変更しております。
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当企業グループ（当社

及び当社の関係会社）が判断したものであります。 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日）等を

第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については、当該会計基準等を遡って

適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。 

（1）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用環境の改善から緩やかな回復

基調にあるものの、西日本大水害や台風・地震など頻発する天災の発生や不安定な国際情勢、油価の

高騰などから先行きが見通しづらい状況が継続しております。 

当企業グループが主に属する流通業界におきましては、消費者の節約志向型の購買行動の継続や

人手不足に起因する労働コストや物流コストの高騰、小売業間の資本統合や競争激化により、より厳し

い事業環境となりました。 

このような環境の下、当企業グループは、「グッド アンド ビッグカンパニー」を目指し、連結子会社 28

社および非連結子会社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努める

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、総合力を活かした

営業体制の構築と物流事業の拡大に努めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間における売上高は、新規取引先の獲得と既存取引先のシェアーアップや

前年子会社化した企業の業績が加わったことで、2,419億38百万円（前年同四半期比20.6％増）となり、

413 億 55 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結果、営業利益は12億７百万円(前年同四半期比1.6％

増)、経常利益は 14 億７百万円(前年同四半期比 4.1％増)、また、前期に発生した段階取得に係る差益

がなくなったことなどから、親会社株主に帰属する四半期純利益は６億５百万円(前年同四半期比

73.3％減)となりました。 

（2）財政状態に関する説明 

当第２四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74億93百万円増加し、

1,869 億円となりました。主な要因は、「現金及び預金」の増加額 12 億 95 百万円、「受取手形及び売掛

金」の増加額 23 億 93 百万円によるものです。 

負債においては前連結会計年度末に比べ 67 億 84 百万円増加し、1,344 億 58 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 50 億 21 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７億８百万円増加し、524 億 41 百万円となりました。

主な要因は、「利益剰余金」の増加額２億１百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加額２億 21 百

万円、「非支配株主持分」の増加額２億 91 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 30 年 11 月５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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,602 28,898

受取手形及び売掛金 52,788 55,182

電子記録債権 870 976

商品及び製品 7,912 8,787

仕掛品 37 49

未成工事支出金 151 218

原材料及び貯蔵品 458 518

その他 7,045 7,525

貸倒引当金 △662 △638

流動資産合計 96,204 101,517

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,162 15,643

土地 24,609 24,506

その他（純額） 8,017 11,381

有形固定資産合計 48,789 51,531

無形固定資産

ソフトウエア 729 672

のれん 16,135 15,413

その他 141 135

無形固定資産合計 17,006 16,221

投資その他の資産

投資有価証券 13,748 13,800

退職給付に係る資産 － 16

その他 3,795 3,890

貸倒引当金 △136 △76

投資その他の資産合計 17,406 17,630

固定資産合計 83,203 85,382

資産合計 179,407 186,900

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 61,186 66,208

電子記録債務 1,958 2,080

短期借入金 13,008 12,055

未払法人税等 843 1,006

賞与引当金 1,273 1,634

厚生年金基金解散損失引当金 35 35

その他 15,470 15,537

流動負債合計 93,777 98,557

固定負債

長期借入金 23,142 23,298

役員退職慰労引当金 623 632

退職給付に係る負債 530 269

その他 9,600 11,700

固定負債合計 33,896 35,901

負債合計 127,673 134,458
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,025 1,025

資本剰余金 2,579 2,579

利益剰余金 38,362 38,563

自己株式 △367 △367

株主資本合計 41,600 41,801

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,033 6,255

退職給付に係る調整累計額 △110 △117

その他の包括利益累計額合計 5,923 6,138

非支配株主持分 4,210 4,501

純資産合計 51,733 52,441

負債純資産合計 179,407 186,900
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 200,582 241,938

売上原価 183,805 220,479

売上総利益 16,777 21,458

販売費及び一般管理費 15,588 20,251

営業利益 1,188 1,207

営業外収益

受取利息 6 9

受取配当金 68 71

仕入割引 33 31

貸倒引当金戻入額 83 87

雑収入 234 222

営業外収益合計 426 422

営業外費用

支払利息 87 111

支払手数料 66 －

売上割引 42 44

雑損失 65 64

営業外費用合計 262 221

経常利益 1,353 1,407

特別利益

固定資産売却益 27 196

投資有価証券売却益 － 94

退職給付信託設定益 － 95

補助金収入 24 －

受取保険金 232 －

経費負担調整金 446 －

段階取得に係る差益 1,146 －

特別利益合計 1,876 386

特別損失

固定資産除売却損 7 23

特別損失合計 7 23

税金等調整前四半期純利益 3,222 1,770

法人税、住民税及び事業税 579 902

法人税等調整額 169 △12

法人税等合計 748 890

四半期純利益 2,473 880

非支配株主に帰属する四半期純利益 207 274

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,265 605
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 2,473 880

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 230 238

退職給付に係る調整額 △24 △6

その他の包括利益合計 205 232

四半期包括利益 2,679 1,112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,471 821

非支配株主に係る四半期包括利益 207 291
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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。 

（追加情報） 

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固

定負債の区分に表示しております。 
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