
  

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第３四半期  79,819  △3.7  6,463  △16.6  6,733  △12.8  4,101  △8.2

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

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 4,340百万円（ ％） △3.4   24年３月期第３四半期 4,494百万円 （ ％） 43.4

  
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 

25年３月期第３四半期  220.48  －

24年３月期第３四半期  246.11  －

  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 

25年３月期第３四半期  62,553  49,425  78.0  2,617.62

24年３月期  58,095  45,930  78.1  2,454.52

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 48,807百万円   24年３月期 45,395百万円 

  
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 

24年３月期  － 30.00 － 30.00  60.00

25年３月期  － 30.00 －    

25年３月期（予想）      30.00  60.00

（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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 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  102,000  △0.6  8,200  △7.5  8,300  △6.9  5,100  2.0  274.42

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

－ － － －

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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（1）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 18,687,818株 24年３月期 18,687,818株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 42,117株 24年３月期 193,067株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 18,602,906株 24年３月期３Ｑ 18,149,701株

 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

（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、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9



（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の経済は、東日本大震災からの復興需要により、一部で緩やかな回復

傾向が見られました。しかしながら、新興経済地域の成長鈍化や欧州の債務危機を背景とした世界経済の減速や国

内需要の低下により、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。また雇用情勢も依然と厳しく、個人消

費については、引き続き低価格・節約志向が続いており、経営環境も厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、節約、節電、省エネなどといったトレンドに合った商品の開

発や新しい販促企画を強化することで、既存得意先との取り組み強化や新規得意先の開拓に取り組んでまいりまし

た。 

結果といたしましては、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高79,819百万円(前年同期比96.3%)、売上総

利益19,885百万円(前年同期比96.1%)、営業利益6,463百万円(前年同期比83.4%)、経常利益6,733百万円(前年同期

比87.2%)、四半期純利益4,101百万円(前年同期比91.8%)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、昨年の地上デジタル放送への移行終了に伴う液晶テレビ特需の反動

が大きく、Ａ＆Ｖ関連の販売が前年同期比で大幅に減少しました。しかし一方で、節電・省エネ関連として、ＬＥ

Ｄシーリングライトや値ごろ感のあるデザインセラミックヒーターなどの新規取り組み商品の販売が伸長しまし

た。また節約・内食志向として食品関連では、毎年、 高金賞受賞ワインと契約しているボージョレ―・ヌーヴォ

ーをはじめとする他社との差別化を図った企画ワイン、食品をデコレーションできるチョコペン、家庭用品雑貨で

は多彩なデザインで展開している飲料用マグボトル、スープや麺類などを持ち運べる保温保冷機能付のフードポッ

トなどの販売も好調に推移しました。その他、ヘルス＆ビューティー関連では、新規取り組み商品のノンシリコン

フレグランスシャンプー、アパレル関連では、シューズの販売が好調だったことに加え、昨年後半より気温の冷え

込みが進んだことから、当社のライセンスブランドであるＫａｅｐａ商品の販売も伸長しました。 

その結果、当セグメントの売上高は38,720百万円（前年同期比90.3％）、セグメント利益は3,456百万円（前年

同期比77.5％）となりました。 

「卸売型ビジネスモデル」におきましては、ギフト関連ではお歳暮においてオリジナル高単価高割引ギフトの販

売や閑散期の催事スペースでの特産品などを販売する年間通じた企画提案が好調に推移し、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、豊富なカジュアルブラ

ンドの取扱い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んでまいりました。 

その結果、当セグメントの売上高は38,907百万円（前年同期比101.6％）、セグメント利益は3,157百万円（前年

同期比89.8％）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は48,207百万円となり、前連結会計年度末（43,841百万円）に

比べ4,365百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金7,112百万円、商品及び製品1,580百万円

の増加及び現金及び預金4,662百万円の減少によるものであります。固定資産は14,346百万円となり、前連結会

計年度末（14,254百万円）に比べ92百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券112百万円の増加によ

るものであります。 

この結果、総資産は、62,553百万円となり、前連結会計年度末（58,095百万円）に比べ4,458百万円増加いた

しました。  

 （負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は10,018百万円となり、前連結会計年度末（9,091百万円）に

比べ926百万円増加いたしました。これは主に、買掛金792百万円、短期借入金1,000百万円の増加及び未払法人

税等843百万円の減少によるものであります。固定負債は3,109百万円となり、前連結会計年度末（3,073百万

円）に比べ35百万円増加いたしました。 

この結果、負債合計は、13,127百万円となり、前連結会計年度末（12,165百万円）に比べ962百万円増加いた

しました。  

 （純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は49,425百万円となり、前連結会計年度（45,930百万円）に

比べ3,495百万円増加いたしました。これは主に、四半期純利益4,101百万円及び剰余金の配当1,114百万円によ

るものであります。 

この結果、自己資本比率は、78.0％（前連結会計年度末は78.1％）となりました。  

  

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３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は15,863百万円となり、前連結

会計年度末より4,662百万円減少いたしました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。 

 （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4,517百万円（前年同期は774百万円の減少）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益6,733百万円、仕入債務の増加額780百万円による増加及び売上債権の増加額7,233百万円、た

な卸資産の増加額1,569百万円、法人税等の支払額3,303百万円による減少によるものであります。 

 （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279百万円（前年同期は892百万円の減少）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出204百万円による減少によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は99百万円（前年同期は212百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入

れによる収入1,000百万円、自己株式の処分による収入270百万円による増加及び配当金の支払いによる支出1,113

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25年3月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月31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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益の影響額は軽微で

あります。     

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,526,288 15,863,444

受取手形及び売掛金 16,056,140 23,168,239

商品及び製品 6,064,849 7,645,339

繰延税金資産 117,102 29,973

短期貸付金 14,389 10,554

その他 1,067,224 1,495,786

貸倒引当金 △4,798 △6,273

流動資産合計 43,841,196 48,207,066

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,746,246 7,810,882

減価償却累計額 △2,967,683 △3,176,849

建物及び構築物（純額） 4,778,562 4,634,032

土地 6,588,471 6,588,471

その他 1,152,073 1,413,889

減価償却累計額 △860,530 △988,519

その他（純額） 291,543 425,370

有形固定資産合計 11,658,577 11,647,874

無形固定資産 147,031 145,538

投資その他の資産   

投資有価証券 1,633,704 1,746,502

長期貸付金 11,596 5,230

繰延税金資産 161,152 142,324

その他 821,346 851,435

貸倒引当金 △179,378 △192,708

投資その他の資産合計 2,448,421 2,552,783

固定資産合計 14,254,030 14,346,196

資産合計 58,095,226 62,553,262



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,779,618 5,572,164

短期借入金 － 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 5,500 5,500

未払法人税等 2,219,165 1,375,451

繰延税金負債 － 9,653

役員賞与引当金 69,440 51,799

賞与引当金 40,260 32,136

その他 1,977,919 1,971,734

流動負債合計 9,091,903 10,018,438

固定負債   

社債 2,500,000 2,500,000

長期借入金 209,000 203,500

退職給付引当金 133,074 136,138

資産除去債務 52,903 53,603

その他 178,295 215,971

固定負債合計 3,073,273 3,109,214

負債合計 12,165,176 13,127,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,993,003 4,993,003

資本剰余金 6,028,951 6,043,780

利益剰余金 34,673,446 37,660,786

自己株式 △364,724 △79,738

株主資本合計 45,330,677 48,617,831

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,235 23,766

繰延ヘッジ損益 132,607 179,114

為替換算調整勘定 △59,306 △13,356

その他の包括利益累計額合計 65,065 189,523

新株予約権 68,798 38,161

少数株主持分 465,508 580,092

純資産合計 45,930,050 49,425,609

負債純資産合計 58,095,226 62,553,262



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 82,903,122 79,819,785

売上原価 62,215,282 59,934,003

売上総利益 20,687,840 19,885,781

販売費及び一般管理費 12,936,492 13,422,391

営業利益 7,751,347 6,463,390

営業外収益   

受取利息 2,402 3,009

受取配当金 33,885 28,730

債務勘定整理益 16,237 33,387

為替差益 － 197,517

その他 110,933 83,123

営業外収益合計 163,458 345,768

営業外費用   

支払利息 26,998 12,636

支払手数料 12,673 13,491

為替差損 122,553 －

貸倒引当金繰入額 － 21,784

支払補償費 － 15,235

その他 33,374 12,766

営業外費用合計 195,600 75,913

経常利益 7,719,205 6,733,246

特別利益   

関係会社清算益 24,912 －

新株予約権戻入益 1,194 509

特別利益合計 26,106 509

特別損失   

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 5,850 －

特別損失合計 5,850 －

税金等調整前四半期純利益 7,739,461 6,733,755

法人税、住民税及び事業税 3,037,441 2,478,935

法人税等調整額 183,706 69,472

法人税等合計 3,221,147 2,548,407

少数株主損益調整前四半期純利益 4,518,314 4,185,347

少数株主利益 51,407 83,793

四半期純利益 4,466,907 4,101,553



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,518,314 4,185,347

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,067 32,001

繰延ヘッジ損益 22,038 46,506

為替換算調整勘定 △55,061 76,739

その他の包括利益合計 △23,956 155,248

四半期包括利益 4,494,358 4,340,596

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,472,165 4,226,011

少数株主に係る四半期包括利益 22,192 114,584



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

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 7,739,461 6,733,755

減価償却費 374,460 358,743

のれん償却額 9,423 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,860 △17,641

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,160 △8,123

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,446 14,805

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,663 3,064

受取利息及び受取配当金 △36,288 △31,739

支払利息 26,998 12,636

有形固定資産売却損益（△は益） － △484

デリバティブ評価損益（△は益） △11,903 －

関係会社清算損益（△は益） △24,912 －

売上債権の増減額（△は増加） △9,612,212 △7,233,155

たな卸資産の増減額（△は増加） 579,479 △1,569,800

仕入債務の増減額（△は減少） 2,762,640 780,504

未払消費税等の増減額（△は減少） 400,249 △465,886

その他の流動資産の増減額（△は増加） △83,857 △225,344

その他の流動負債の増減額（△は減少） 219,442 444,549

その他 155,835 △22,411

小計 2,509,902 △1,226,527

利息及び配当金の受取額 36,088 31,446

利息の支払額 △22,371 △19,176

法人税等の支払額 △3,298,054 △3,303,670

営業活動によるキャッシュ・フロー △774,434 △4,517,928

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 － △300,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △183,030 △204,341

有形固定資産の売却による収入 － 785

投資有価証券の取得による支出 △472,177 △11,736

関係会社株式の取得による支出 △229,892 △45,000

関係会社株式の売却による収入 5,007 －

貸付けによる支出 △1,400 △1,200

貸付金の回収による収入 11,976 11,399

その他の支出 △26,067 △30,193

その他の収入 2,704 1,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △892,881 △279,048

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 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,130,500 △5,500

自己株式の処分による収入 － 270,703

自己株式の取得による支出 － △1,017

リース債務の返済による支出 △38,663 △50,832

配当金の支払額 △1,043,392 △1,113,434

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,556 99,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,883 34,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,865,988 △4,662,843

現金及び現金同等物の期首残高 14,855,096 20,526,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,989,108 15,863,444



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、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△477,422千円は、セグメント間取引の消去135,498千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△117,401千円及びその他調整額△495,520千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 

（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△510,962千円は、セグメント間取引の消去△67,159千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△145,100千円及びその他調整額△298,701千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 
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

  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 
38,720,731  38,907,880 77,628,611 2,191,173 79,819,785  － 79,819,785

 セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

   －  － － 6,233,229 6,233,229  △6,233,229  －

計 38,720,731  38,907,880 77,628,611 8,424,403 86,053,015  △6,233,229 79,819,785

セグメント利益 3,456,214  3,157,843 6,614,057 360,294 6,974,352  △510,962 6,463,390

（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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