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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 82,903 10.3 7,751 8.4 7,719 9.1 4,466 9.8
23年3月期第3四半期 75,153 8.5 7,152 4.1 7,073 4.5 4,069 5.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 4,494百万円 （43.4％） 23年3月期第3四半期 3,134百万円 （―％）

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3四半期 246.11 ―
23年3月期第3四半期 224.24 ―

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3四半期 60,606 44,497 72.3 2,415.06
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3四半期  43,832百万円 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 ― 30.00 ―
24年3月期（予想） 30.00 60.00

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、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 103,000 10.2 9,000 16.9 9,000 18.2 5,300 20.6 292.02



(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3Q 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3Q 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3Q 18,149,701 株 23年3月期3Q 18,149,796 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興が進むにつれ、個人消費は緩やかな回

復傾向となってまいりました。しかしながら、欧州債務危機を背景とした金融不安、円高、株価低迷等の影響によ

り、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

このような状況下、当社グループにおきましては、消費者ニーズに合った生活関連商品や節電及び省エネ対応

商品等の開発、業態ごとに合わせた新しい販促企画や売場づくり提案等により、販売強化に取り組んでまいりまし

た。 

 結果といたしまして、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高82,903百万円(前年同期比110.3%)、売上総利

益20,687百万円(前年同期比109.1%)、営業利益7,751百万円(前年同期比108.4%)、経常利益7,719百万円(前年同期

比109.1%)、四半期純利益4,466百万円(前年同期比109.8%)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、地上デジタル放送への完全移行後、テレビ関連の販売は鈍化した

ものの、節電や寒さ対策商品としてＬＥＤ照明、セラミックヒーター、加湿器などの販売は好調に推移いたしまし

た。その他にも、ビューティ関連では高機能低価格の化粧品や薬用シャンプー、フード・リカー関連では低価格ワ

インや楽しく簡単にチョコレートでデコレーションができる新商品のデコペンシリーズ、100円均一ショップ向け

にはクリスマス装飾品やファンシー文具などの生活雑貨商品の販売が好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42,900百万円（前年同期比113.0％）、セグメント利益は4,459百万円（前年

同期比105.6％）となりました。  

 「卸売型ビジネスモデル」におきましては、ギフト関連ではオリジナルの高単価高割引ギフトを主体に、ビール

をアソートしたバラエティギフト、洋菓子の手土産ギフトなどが好調に推移し、既存得意先のシェアアップと新規

得意先開拓に寄与しました。また、時計やバッグなどの有名ブランド関連では、当社の強みである豊富な取扱い商

品と売場に合わせた販促企画力を武器に、新規得意先開拓の強化に取り組みました。 

その結果、当セグメントの売上高は38,307百万円（前年同期比107.8％）、セグメント利益は3,518百万円（前年

同期比118.2％）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３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は44,344百万円（前連結会計年度37,232百万円）とな

り、7,111百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金9,543百万円の増加及び現金及び預金

1,865百万円の減少によるものであります。 

 ②固定資産 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は16,262百万円（前連結会計年度15,922百万円）とな

り、339百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券709百万円の増加及び繰延税金資産209百万円の減

少によるものであります。 

 ③流動負債  

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は12,930百万円（前連結会計年度7,027百万円）とな

り、5,903百万円増加いたしました。これは主に、買掛金2,753百万円及び短期借入金3,000百万円の増加による

ものであります。 

 ④固定負債  

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は3,177百万円（前連結会計年度5,211百万円）となり、

2,033百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金2,068百万円の減少によるものであります。 

 ⑤純資産  

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は44,497百万円（前連結会計年度40,916百万円）となり、

3,581百万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4,466百万円及び配当金支払による

減少1,043百万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３四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12,989百万円となり、前

連結会計年度末より1,865百万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774百万円（前年同期比7,483百万円増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益7,739百万円、仕入債務の増加額2,762百万円、たな卸資産の減少額579百万円による増加及び

売上債権の増加額9,612百万円、法人税等の支払額3,298百万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892百万円（前年同期比3,917百万円増）となりました。これは主に、投資有価

証券の取得による支出472百万円及び関係会社株式の取得による支出229百万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212百万円（前年同期は4,515百万円の増加）となりました。これは主に、短期

借入れによる収入3,000百万円による増加及び長期借入金の返済による支出2,130百万円、配当金の支払いによる

支出1,043百万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10月６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） 

 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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,855,096 12,989,108

受取手形及び売掛金 13,369,286 22,913,145

商品及び製品 7,627,542 7,039,249

繰延税金資産 269,195 303,037

短期貸付金 15,965 15,904

その他 1,136,888 1,152,204

貸倒引当金 △41,594 △68,607

流動資産合計 37,232,380 44,344,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,383,348 8,475,595

減価償却累計額 △2,801,847 △3,023,595

建物及び構築物（純額） 5,581,501 5,451,999

土地 7,731,797 7,731,797

その他 1,045,367 1,125,855

減価償却累計額 △693,518 △811,121

その他（純額） 351,848 314,734

有形固定資産合計 13,665,147 13,498,531

無形固定資産   

のれん 9,423 －

その他 133,889 150,462

無形固定資産合計 143,313 150,462

投資その他の資産   

投資有価証券 1,243,881 1,953,860

長期貸付金 24,255 13,740

繰延税金資産 216,944 7,196

その他 824,350 815,372

貸倒引当金 △195,441 △176,874

投資その他の資産合計 2,113,989 2,613,295

固定資産合計 15,922,450 16,262,289

資産合計 53,154,830 60,606,330



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,965,647 5,719,473

短期借入金 － 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金 68,000 5,500

未払法人税等 1,892,396 1,621,919

役員賞与引当金 88,800 64,940

賞与引当金 5,200 34,360

その他 2,007,458 2,484,615

流動負債合計 7,027,502 12,930,809

固定負債   

社債 2,500,000 2,500,000

長期借入金 2,277,000 209,000

繰延税金負債 44,183 85,013

退職給付引当金 139,955 137,292

資産除去債務 51,970 52,674

その他 198,197 193,930

固定負債合計 5,211,306 3,177,911

負債合計 12,238,809 16,108,720

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 34,139,154

自己株式 △1,015,734 △1,015,734

株主資本合計 40,687,627 44,110,927

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 △46,982

繰延ヘッジ損益 △171,904 △149,866

為替換算調整勘定 △55,686 △81,533

その他の包括利益累計額合計 △283,640 △278,382

新株予約権 100,276 230,517

少数株主持分 411,758 434,547

純資産合計 40,916,021 44,497,609

負債純資産合計 53,154,830 60,606,330



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 75,153,526 82,903,122

売上原価 56,184,860 62,215,282

売上総利益 18,968,665 20,687,840

販売費及び一般管理費 11,816,571 12,936,492

営業利益 7,152,094 7,751,347

営業外収益   

受取利息 2,489 2,402

受取配当金 25,429 33,885

債務勘定整理益 20,119 16,237

その他 97,312 110,933

営業外収益合計 145,351 163,458

営業外費用   

支払利息 21,001 26,998

支払手数料 7,890 12,673

為替差損 104,331 122,553

貸倒引当金繰入額 42,987 －

デリバティブ評価損 9,971 －

社債発行費 23,875 －

その他 14,038 33,374

営業外費用合計 224,096 195,600

経常利益 7,073,350 7,719,205

特別利益   

関係会社清算益 － 24,912

新株予約権戻入益 － 1,194

特別利益合計 － 26,106

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 －

投資有価証券評価損 36,058 －

関係会社株式評価損 16,170 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,800 5,850

特別損失合計 75,261 5,850

税金等調整前四半期純利益 6,998,088 7,739,461

法人税、住民税及び事業税 2,739,685 3,037,441

法人税等調整額 135,344 183,706

法人税等合計 2,875,029 3,221,147

少数株主損益調整前四半期純利益 4,123,058 4,518,314

少数株主利益 53,147 51,407

四半期純利益 4,069,911 4,466,907



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,123,058 4,518,314

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,366 9,067

繰延ヘッジ損益 △891,834 22,038

為替換算調整勘定 △62,129 △55,061

その他の包括利益合計 △988,330 △23,956

四半期包括利益 3,134,728 4,494,358

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,113,143 4,472,165

少数株主に係る四半期包括利益 21,585 22,192



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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 6,998,088 7,739,461

減価償却費 257,131 374,460

社債発行費 23,875 －

のれん償却額 14,135 9,423

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,600 △23,860

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,509 29,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77,814 8,446

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,343 △2,663

受取利息及び受取配当金 △27,919 △36,288

支払利息 21,001 26,998

デリバティブ評価損益（△は益） 9,971 △11,903

関係会社清算損益（△は益） － △24,912

投資有価証券評価損益（△は益） 36,058 －

関係会社株式評価損 16,170 －

売上債権の増減額（△は増加） △12,249,027 △9,612,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,885,324 579,479

仕入債務の増減額（△は減少） 1,674,846 2,762,640

未払消費税等の増減額（△は減少） △316,935 400,249

その他の流動資産の増減額（△は増加） △195,800 △83,857

その他の流動負債の増減額（△は減少） 272,544 219,442

その他 45,512 155,835

小計 △5,244,622 2,509,902

利息及び配当金の受取額 30,274 36,088

利息の支払額 △23,527 △22,371

法人税等の支払額 △3,019,590 △3,298,054

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,257,466 △774,434

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 40,000 －

有形固定資産の取得による支出 △4,499,226 △183,030

投資有価証券の取得による支出 △303,614 △472,177

関係会社株式の取得による支出 △3,000 △229,892

関係会社株式の売却による収入 － 5,007

貸付けによる支出 △27,112 △1,400

貸付金の回収による収入 18,231 11,976

その他の支出 △18,138 △26,067

その他の収入 2,000 2,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,810,858 △892,881

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,000,000 3,000,000

長期借入れによる収入 220,000 －

長期借入金の返済による支出 △62,500 △2,130,500

社債の発行による収入 2,476,124 －

自己株式の取得による支出 △224 －

リース債務の返済による支出 △17,759 △38,663

配当金の支払額 △1,100,258 △1,043,392

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,515,381 △212,556

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,558 13,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,591,502 △1,865,988

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 8,048,294 12,989,108



該当事項はありません。  

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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 

（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の内容は以下のとおりであります。  

                        （単位：千円） 

※ 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。 

  

（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 
37,959,784  35,524,456 73,484,240 1,669,285 75,153,526  － 75,153,526

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   －  － － 4,704,157 4,704,157  △4,704,157  －

計 37,959,784  35,524,456 73,484,240 6,373,443 79,857,684  △4,704,157 75,153,526

セグメント利益 4,222,349  2,977,142 7,199,491 311,004 7,510,495  △358,400 7,152,094

  当第３四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  139,446

全社費用※  △100,788

その他調整額  △397,058

合計  △358,400



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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 

（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の内容は以下のとおりであります。  

                        （単位：千円） 

※ 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。 

   

  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 
42,900,340  38,307,484 81,207,825 1,695,297 82,903,122  － 82,903,122

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   －  － － 5,464,298 5,464,298  △5,464,298  －

計 42,900,340  38,307,484 81,207,825 7,159,595 88,367,421  △5,464,298 82,903,122

セグメント利益 4,459,679  3,518,431 7,978,110 250,659 8,228,770  △477,422 7,751,347

  当第３四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  135,498

全社費用※  △117,401

その他調整額  △495,520

合計  △477,422

（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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