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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 24,893 29.4 2,445 77.3 2,458 79.9 1,439 78.7
23年3月期第1四半期 19,238 2.3 1,379 15.2 1,366 13.7 805 12.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,323百万円 （678.9％） 23年3月期第1四半期 169百万円 （―％）

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 79.33 ―
23年3月期第1四半期 44.38 ―

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

24年3月期第1四半期 56,457 41,730 73.0 2,271.35
23年3月期 53,154 40,916 76.0 2,226.15
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  41,224百万円 23年3月期  40,403百万円

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 ― 27.50 ― 27.50 55.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 27.50 ― 27.50 55.00

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) 44,600 6.9 3,200 3.9 3,200 5.2 1,900 7.4 104.68
通期 98,000 4.8 8,200 6.5 8,200 7.7 4,800 9.2 264.47



(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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、 
実際の業績等は様々な原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当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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 18,687,818 株 23年3月期 18,687,818 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 538,117 株 23年3月期 538,117 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 18,149,701 株 23年3月期1Q 18,149,826 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我が国経済は、東日本大震災の発生とその後の原発事故による電力不足の

長期化等の影響により、国内景気は先行きが不透明な状況となっております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、東日本大震災の一日も早い復興に向け、グループ一丸とな

って、日用品や家電製品などあらゆる生活必需品の調達及び商品開発に取り組んでまいりました。 

結果といたしまして、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高24,893百万円(前年同期比129.4%)、売上総

利益6,486百万円(前年同期比125.6%)、営業利益2,445百万円(前年同期比177.3%)、経常利益2,458百万円(前年同期

比179.9%)、四半期純利益1,439百万円(前年同期比178.7%)となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りです。 

「開発型ビジネスモデル」におきましては、節電や暑さ対策、防災関連の需要に対応し、ＬＥＤ照明、乾電池

やＵＳＢ電源対応用のコンパクト扇風機、ミスト噴射機能付きの携帯用「ポンピングミスト・ミストファン」や保

冷ジェルなどの冷感商品等の販売が好調に推移しました。その他にも、収納関連では組み立て式スチールラックや

ポールハンガー、ヘルス＆ビューティ関連では低価格の薬用シャンプーや汗拭きフェイシャルシート等、アパレル

関連ではケイパブランドのカジュアル衣料やシューズ等の販売が好調に推移しました。また、地デジ切り替え需要

を受け、液晶テレビの販売が大幅に伸長しました。 

その結果、当セグメントの売上高は14,140百万円（前年同期比143.3%)、セグメント利益は1,568百万円（前年

同期比210.5%)となりました。 

「卸売型ビジネスモデル」におきましては、お中元ギフトの販売が好調にスタートしております。今期はオリ

ジナルの高単価高割引ギフトに加え、新商品としてビールをアソートしたファミリータイプのギフトを発売し、販

売が好調に推移しています。また、有名ブランド関連におきましては、東日本大震災による買い控えや販売自粛ム

ードの影響で、期初には一時的に需要が落ち込みましたが、その後需要は回復し、時計やバッグの販売が堅調に推

移いたしました。 

 その結果、当セグメントの売上高は10,201百万円（前年同期比115.0%)、セグメント利益は857百万円（前年同期

比130.4%)となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①流動資産 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は40,470百万円（前連結会計年度37,232百万円）とな

り、3,238百万円増加いたしました。これは主に、商品及び製品2,204百万円、受取手形及び売掛金4,174百万円

の増加及び現金及び預金2,904百万円の減少によるものであります。 

 ②固定資産 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は15,986百万円（前連結会計年度15,922百万円）とな

り、64百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券138百万円の増加によるものであります。 

 ③流動負債  

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は9,520百万円（前連結会計年度7,027百万円）となり、

2,492百万円増加いたしました。これは主に、買掛金3,285百万円の増加及び未払法人税等982百万円の減少によ

るものであります。 

 ④固定負債  

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は5,206百万円（前連結会計年度5,211百万円）となり、

4百万円減少いたしました。 

 ⑤純資産  

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は41,730百万円（前連結会計年度40,916百万円）となり、

814百万円増加いたしました。これは主に、四半期純利益の計上による増加1,439百万円及び配当金支払による減

少499百万円によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結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）は11,950百万円となり、前連

結会計年度末より2,904百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであ

ります。 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果減少した資金は2,226百万円（前年同期比1,409百万円増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益2,458百万円、仕入債務の増加額3,289百万円による増加及び売上債権の増加額4,189百万円、た

な卸資産の増加額2,208百万円、法人税等の支払額1,855百万円による減少によるものであります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果減少した資金は191百万円（前年同期比125百万円増）となりました。これは主に、関係会社株式

取得による支出134百万円による減少によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果減少した資金は473百万円（前年同期比94百万円増）となりました。これは主に、配当金の支払

いによる支出461百万円による減少によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月10日に公表いたしました業績予想から変更はご 

ざいません。 

  

（１）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 14,855,096 11,950,937

受取手形及び売掛金 13,369,286 17,543,633

商品及び製品 7,627,542 9,831,575

繰延税金資産 269,195 233,585

短期貸付金 15,965 14,830

その他 1,136,888 949,321

貸倒引当金 △41,594 △53,177

流動資産合計 37,232,380 40,470,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,383,348 8,379,431

減価償却累計額 △2,801,847 △2,874,274

建物及び構築物（純額） 5,581,501 5,505,156

土地 7,731,797 7,731,797

その他 1,045,367 1,097,381

減価償却累計額 △693,518 △727,854

その他（純額） 351,848 369,526

有形固定資産合計 13,665,147 13,606,480

無形固定資産   

のれん 9,423 4,711

その他 133,889 130,619

無形固定資産合計 143,313 135,331

投資その他の資産   

投資有価証券 1,243,881 1,382,443

長期貸付金 24,255 21,990

繰延税金資産 216,944 207,588

その他 824,350 833,028

貸倒引当金 △195,441 △200,408

投資その他の資産合計 2,113,989 2,244,642

固定資産合計 15,922,450 15,986,454

資産合計 53,154,830 56,457,160



（単位：千円）

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   

買掛金 2,965,647 6,250,668

1年内返済予定の長期借入金 68,000 68,000

未払法人税等 1,892,396 910,184

役員賞与引当金 88,800 19,350

賞与引当金 5,200 10,350

その他 2,007,458 2,261,824

流動負債合計 7,027,502 9,520,377

固定負債   

社債 2,500,000 2,500,000

長期借入金 2,277,000 2,277,000

繰延税金負債 44,183 43,902

退職給付引当金 139,955 137,039

資産除去債務 51,970 52,216

その他 198,197 196,323

固定負債合計 5,211,306 5,206,482

負債合計 12,238,809 14,726,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,993,003 4,993,003

資本剰余金 5,994,503 5,994,503

利益剰余金 30,715,854 31,656,522

自己株式 △1,015,734 △1,015,734

株主資本合計 40,687,627 41,628,295

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △56,049 △50,702

繰延ヘッジ損益 △171,904 △274,486

為替換算調整勘定 △55,686 △78,838

その他の包括利益累計額合計 △283,640 △404,027

新株予約権 100,276 99,579

少数株主持分 411,758 406,452

純資産合計 40,916,021 41,730,299

負債純資産合計 53,154,830 56,457,160



（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：千円）

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 19,238,850 24,893,629

売上原価 14,074,699 18,406,672

売上総利益 5,164,150 6,486,957

販売費及び一般管理費 3,784,997 4,041,858

営業利益 1,379,152 2,445,099

営業外収益   

受取利息 2,049 505

受取配当金 10,506 18,349

受取家賃 4,353 14,036

デリバティブ評価益 － 4,472

その他 31,632 25,675

営業外収益合計 48,541 63,041

営業外費用   

支払利息 6,858 8,989

支払手数料 1,939 3,352

為替差損 33,941 23,908

貸倒引当金繰入額 2,957 －

デリバティブ評価損 11,156 －

その他 4,473 13,809

営業外費用合計 61,327 50,060

経常利益 1,366,366 2,458,079

特別利益   

新株予約権戻入益 － 696

特別利益合計 － 696

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,232 －

特別損失合計 20,232 －

税金等調整前四半期純利益 1,346,133 2,458,776

法人税、住民税及び事業税 376,913 891,836

法人税等調整額 150,309 111,228

法人税等合計 527,223 1,003,065

少数株主損益調整前四半期純利益 818,910 1,455,711

少数株主利益 13,411 15,926

四半期純利益 805,498 1,439,784



（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：千円）

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 818,910 1,455,711

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △79,845 5,347

繰延ヘッジ損益 △520,507 △102,581

為替換算調整勘定 △48,692 △35,407

その他の包括利益合計 △649,044 △132,642

四半期包括利益 169,865 1,323,068

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 172,391 1,319,397

少数株主に係る四半期包括利益 △2,526 3,670



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,346,133 2,458,776

減価償却費 79,745 118,668

のれん償却額 4,711 4,711

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △69,200 △69,450

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,251 5,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,422 16,549

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,241 △2,915

受取利息及び受取配当金 △12,556 △18,855

支払利息 6,858 8,989

デリバティブ評価損益（△は益） 11,156 △4,472

売上債権の増減額（△は増加） △1,343,036 △4,189,829

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,858,687 △2,208,503

仕入債務の増減額（△は減少） 1,334,574 3,289,491

未払消費税等の増減額（△は減少） △323,543 95,419

その他の流動資産の増減額（△は増加） △21,680 119,963

その他の流動負債の増減額（△は減少） 163,574 2,663

その他 45,726 △5,431

小計 △1,633,809 △379,073

利息及び配当金の受取額 11,378 18,755

利息の支払額 △12,188 △11,186

法人税等の支払額 △2,002,037 △1,855,158

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,636,656 △2,226,662

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 －

定期預金の払戻による収入 20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △17,752 △51,164

投資有価証券の取得による支出 △296,958 △3,951

関係会社株式の取得による支出 － △134,979

貸付けによる支出 △11,800 △1,400

貸付金の回収による収入 14,358 4,800

その他の支出 △5,750 △5,869

その他の収入 483 956

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,419 △191,609

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △120 －

リース債務の返済による支出 △8,975 △11,934

配当金の支払額 △559,673 △461,987

財務活動によるキャッシュ・フロー △568,769 △473,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,003 △11,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,549,849 △2,904,158

現金及び現金同等物の期首残高 16,639,797 14,855,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,089,947 11,950,937



該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

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  

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、倉庫事

業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△70,341千円は、セグメント間取引の消去45,932千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△30,944千円及びその他調整額△85,329千円が含まれております。全社費用は

主に報告セグメントに帰属しない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） 

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  

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、物流事

業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△82,842千円は、セグメント間取引の消去42,705千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△38,248千円及びその他調整額△87,299千円が含まれております。全社費用は

主に報告セグメントに帰属しない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。 

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  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 
  

開発型 

ビジネスモデル

卸売型 

ビジネスモデル 
計 

売上高               

 外部顧客への売

上高 
9,868,668 8,871,380 18,740,049 498,800 19,238,850 － 19,238,850

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   － － － 1,388,326 1,388,326 △1,388,326  －

計 9,868,668 8,871,380 18,740,049 1,887,127 20,627,176 △1,388,326 19,238,850

セグメント利益 745,380 657,787 1,403,167 46,326 1,449,493 △70,341 1,379,152

  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 
  

開発型 

ビジネスモデル

卸売型 

ビジネスモデル 
計 

売上高               

 外部顧客への売

上高 
14,140,315 10,201,949 24,342,265 551,364 24,893,629 － 24,893,629

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   － － － 1,754,988 1,754,988 △1,754,988  －

計 14,140,315 10,201,949 24,342,265 2,306,353 26,648,618 △1,754,988 24,893,629

セグメント利益 1,568,679 857,960 2,426,639 101,302 2,527,941 △82,842 2,445,099

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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