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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

（注）当社は平成23年３月期より決算期を９月30日から３月31日に変更しております。これに伴い、平成24年３月期第２四半期（４月から９月）は、比較対象となる
平成23年３月期通期（10月から３月）と月度が異なるため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
また、決算期変更に伴い、平成23年３月期は第２四半期決算短信を作成しておりません。このため、平成23年３月期第２四半期連結累計期間の記載を省略して
おります。 

(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2四半期 311,602 ― 3,124 ― 3,597 ― 2,418 ―

23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,800百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 ―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2四半期 188.43 ―

23年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 180,615 59,771 33.1
23年3月期 165,374 57,384 34.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  59,771百万円 23年3月期  57,384百万円

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 ― ― ― 32.00 32.00
24年3月期 ― 32.00

24年3月期（予想） ― 32.00 64.00

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  
（注）平成23年３月期は、決算期変更により６ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平成24年３月期の連結業績予想の通期の対前期増減率について
は記載しておりません。 

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 595,500 ― 6,400 ― 7,200 ― 4,300 ― 334.99



(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） 

（注）当社は平成23年３月期より決算期を９月30日から３月31日に変更しております。これに伴い、平成23年３月期は当第２四半期に対応する連結累計期間
が存在しないため、期中平均株式数（四半期累計）の記載を省略しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算決算短信は、金融商品取引法にもとづく四半期レビュー手続き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、金融商品取
引法にもとづく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述などについてのご注意） 
本資料に記載されている業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は今後の様々な要因によっ
て予想数値と異なる場合がございます。 
（決算補足資料の入手方法について） 
決算補足資料は平成23年11月10日（木）に当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

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2Q 13,032,690 株 23年3月期 13,032,690 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 196,809 株 23年3月期 196,653 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,835,929 株 23年3月期2Q ― 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社は平成23年３月期より決算期を９月30日から３月31日に変更しております。これに伴い、平成24年３月期

第２四半期（平成23年４月１日から平成23年９月30日）に対応する前年同四半期連結累計期間がないため、連結経

営成績に関する定性的情報につきましては比較を容易にするため、前年同期（平成22年４月１日から平成22年９月

30日）との比較を参考として記載しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日）におけるわが国経済は、平成23年３月

11日に発生しました東日本大震災後、サプライチェーンの復旧に合わせて個人消費は持ち直しの動きを見せました

が、海外の金融不安を背景に円高や株安が進行する等、厳しい環境が続きました。 

食品流通業界におきましては、震災による自粛ムードや省電力対応から、さらに消費者の生活防衛意識は高ま

り、また依然として緩やかなデフレが継続する等、企業を取り巻く経営環境は不透明感が強まりました。 

このような状況下、当社グループは中核事業であるスーパー、コンビニエンスストア等組織小売業との取引深

耕に注力するとともに、新規成長分野での卸機能の開拓、業務オペレーションの標準化・効率化による生産性の向

上やコストマネジメントの推進による収益の確保と拡大ができる経営体質の確立に取組んでまいりました。 

新規成長分野の開拓の一つとしては、消費者がＷＥＢ上の商品交換サイトで「好きな時」に「好きな物」を受

け取ることができる、カードを使った新しいギフトサービスを開始し、新たなギフト市場の創出に取り組んでおり

ます。また、ＷＥＢネットワーク分野では、ネット販売業者向けBtoBサイトの機能追加や新製品databookの開発等

によりＷＥＢ卸機能の強化を図りました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、コンビニエンスストア等組織小売業との取引が好調に推移し前年同期

比較1.4％（41億69百万円）増加の3,116億２百万円となりました。 

営業利益は、震災の影響により物流関連費用の増加があったものの、売上高増加による売上総利益の増加によ

り、前年同期比較7.6％（２億21百万円）増加の31億24百万円となりました。 

経常利益は、持分法による投資損益の良化等により、前年同期比較8.7％（２億88百万円）増加の35億97百万円

となりました。 

四半期純利益は、投資有価証券の売却等により、前年同期比較33.8％（６億10百万円）増加の24億18百万円と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産は、1,806億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ152億40百万

円の増加となりました。これは、季節要因により売上債権等の流動資産が増加したことによるものであります。 

負債は、1,208億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ128億52百万円の増加となりました。これは、資産

の増加と同様、季節要因により仕入債務が増加したことによるものであります。 

純資産は、597億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億87百万円の増加となりました。主な要因は、利

益剰余金が20億７百万円増加したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、283億２百万円となり、前連結会計年度末

に比べ54億11百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、52億64百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期

純利益39億７百万円と季節変動要因による仕入債務の増加によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、６億５百万円の収入となりました。これは主に、投資有価証券の売却

によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億57百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額４億

10百万円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23年５月12日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,890 16,302

受取手形及び売掛金 63,198 70,533

有価証券 3,000 12,000

商品及び製品 11,998 10,784

未収入金 15,829 19,692

その他 1,667 1,622

貸倒引当金 △231 △244

流動資産合計 115,354 130,691

固定資産   

有形固定資産 25,081 24,391

無形固定資産 764 746

投資その他の資産   

投資有価証券 14,728 15,441

その他 9,716 9,597

貸倒引当金 △270 △253

投資その他の資産合計 24,174 24,785

固定資産合計 50,020 49,923

資産合計 165,374 180,615

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 94,503 106,406

未払法人税等 1,024 1,373

賞与引当金 816 801

役員賞与引当金 32 40

その他 7,760 8,054

流動負債合計 104,138 116,675

固定負債   

退職給付引当金 147 154

設備休止損失引当金 19 17

資産除去債務 431 428

その他 3,254 3,567

固定負債合計 3,852 4,167

負債合計 107,990 120,843

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,923 4,923

資本剰余金 7,163 7,162

利益剰余金 43,936 45,944

自己株式 △590 △590

株主資本合計 55,432 57,439

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,951 2,332

その他の包括利益累計額合計 1,951 2,332

純資産合計 57,384 59,771

負債純資産合計 165,374 180,615
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 311,602

売上原価 279,792

売上総利益 31,809

販売費及び一般管理費 28,685

営業利益 3,124

営業外収益  

受取利息 47

受取配当金 176

不動産賃貸料 266

持分法による投資利益 108

その他 78

営業外収益合計 676

営業外費用  

支払利息 24

不動産賃貸費用 142

その他 36

営業外費用合計 203

経常利益 3,597

特別利益  

投資有価証券売却益 402

特別利益合計 402

特別損失  

投資有価証券評価損 11

固定資産売却損 1

災害による損失 79

特別損失合計 92

税金等調整前四半期純利益 3,907

法人税、住民税及び事業税 1,367

法人税等調整額 120

法人税等合計 1,488

少数株主損益調整前四半期純利益 2,418

四半期純利益 2,418
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,418

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 372

持分法適用会社に対する持分相当額 8

その他の包括利益合計 381

四半期包括利益 2,800

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 2,800

少数株主に係る四半期包括利益 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 3,907

減価償却費 903

災害損失 79

持分法による投資損益（△は益） △108

投資有価証券売却損益（△は益） △402

投資有価証券評価損益（△は益） 11

固定資産除売却損益（△は益） 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44

受取利息及び受取配当金 △224

支払利息 24

売上債権の増減額（△は増加） △7,334

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,253

未収入金の増減額（△は増加） △3,868

差入保証金の増減額（△は増加） △57

仕入債務の増減額（△は減少） 11,902

その他 △39

小計 6,073

利息及び配当金の受取額 236

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,264

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △237

有形固定資産の売却による収入 253

無形固定資産の取得による支出 △100

投資有価証券の取得による支出 △103

投資有価証券の売却による収入 655

その他 137

投資活動によるキャッシュ・フロー 605

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △46

配当金の支払額 △410

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,411

現金及び現金同等物の期首残高 22,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,302
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  該当事項はありません。  

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  当社及び連結子会社の報告セグメントは、食料品卸売業のみであり、他の事業セグメントの重要性が 

 乏しいため、記載を省略しております。  

  

  

  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

（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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販売の状況  

 当社は平成23年３月期より決算期を９月30日から３月31日に変更しております。これに伴い、平成24年３月期第２四

半期（平成23年４月１日から平成23年９月30日）に対応する前年同四半期連結累計期間がないため、販売の状況につき

ましては比較を容易にするため、前年同期（平成22年４月１日から平成22年９月30日）との比較を参考として記載して

おります。 

  

（１）商品分類別売上高                                 （単位：百万円） 

（注）発泡酒及びビール風アルコール飲料（第３のビール）の売上高は「ビール」に含んでおります。 

  

（２）業態別売上高                                   （単位：百万円） 

  

３．補足情報

商  品  分  類 

前年同期
（自 平成22年４月１日  
至 平成22年９月30日）  

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日  
至 平成23年９月30日）  

増減 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 率

    ％  ％   ％

ビール  77,396 25.2 80,231 25.8  2,835 3.7

和洋酒  43,516 14.1 44,431 14.3  915 2.1

調味料・缶詰  46,631 15.2 47,118 15.1  487 1.0

嗜好・飲料  68,683 22.3 71,341 22.9  2,657 3.9

麺・乾物  19,847 6.5 20,079 6.4  231 1.2

冷凍・チルド  15,030 4.9 12,111 3.9  △2,918 △19.4

ギフト  25,625 8.3 25,211 8.1  △413 △1.6

その他  10,700 3.5 11,075 3.5  374 3.5

合  計  307,432 100.0 311,602 100.0  4,169 1.4

業  態 

前年同期
（自 平成22年４月１日  
至 平成22年９月30日）  

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日  
至 平成23年９月30日）  

増減 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 率

   ％ ％  ％

卸売業  51,579 16.8 53,103 17.0  1,524 3.0

百貨店  13,021 4.2 12,268 3.9  △752 △5.8

スーパー  176,189 57.3 174,990 56.2  △1,199 △0.7

CVS・ミニスーパー  40,747 13.3 45,044 14.5  4,296 10.5

その他小売業  12,908 4.2 12,986 4.2  77 0.6

メーカー他  12,986 4.2 13,208 4.2  221 1.7

合  計  307,432 100.0 311,602 100.0  4,169 1.4
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