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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

当社は平成24年２月１日付で株式１株につき1.1株の株式分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株
当たり指標を表記しております。 

(2) 連結財政状態 

当社は平成24年２月１日付で株式１株につき1.1株の株式分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株
当たり指標を表記しております。  

(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2四半期 59,578 8.7 1,484 △14.6 1,615 △12.3 965 △13.1
24年3月期第2四半期 54,811 △1.1 1,739 42.5 1,841 46.8 1,111 59.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 957百万円 （△12.8％） 24年3月期第2四半期 1,097百万円 （60.3％）

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2四半期 89.07 ―
24年3月期第2四半期 102.44 ―

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2四半期 35,052 19,061 54.4 1,757.77
24年3月期 33,875 18,321 54.1 1,689.51
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  19,061百万円 24年3月期  18,321百万円

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

24年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
25年3月期 ― 10.00
25年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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）

（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 120,000 7.2 3,800 5.6 4,000 4.8 2,200 2.6 202.87



(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 

（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Ｐ５「2.サマリー情報（注記
事項）に関する事項（３）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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当社は平成24年２月１日付で株式１株につき1.1株の株式分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１
株当たり指標を表記しております。 

※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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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、当社が現時点で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、実際の業績等は今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付
資料Ｐ４「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」をご覧下さい。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 10,847,870 株 24年3月期 10,847,870 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,855 株 24年3月期 3,595 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 10,844,098 株 24年3月期2Q 10,847,544 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興が進むにつ

れて一部の企業業績や個人消費が持ち直しの兆しを見せたものの、欧州債務危機や円高の

長期化による輸出企業の業績不安、電力不足の懸念があり、非常に不透明な状況で推移い

たしました。 

酒販業界は、新ジャンルがビールを圧倒する低価格・節約のデフレ基調が引き続き、価

格競争が激化する中、業種・業態を越えた競争も加わり、厳しい経営環境でしたが、昨年

の震災の影響から、メーカー各社の供給体制が完全復旧し、品目数、お品揃えが復活、８

月に好天少雨であったことから、需要も復活いたしました。 

このような中、当社グループは、お客様第一を基本に専門店の充実したお品揃え、魅力

ある売場づくりを目指し、改装、出店、物流改革に取り組みました。 
既存店の改装は、横手店（秋田県）、一関店（岩手県）、西多賀店、榴岡店、南光台南店、

亘理店（宮城県）、鶴岡店（山形県）、紫竹山店、新潟青山店、燕三条店（新潟県）、洋光台

店（神奈川県）、箕面船場店、吹田佐井寺店、河内磐船店（大阪府）の 14 店舗を改装しま

した。 
新規の出店は、大曲店（秋田県）、箱田店（群馬県）、鴻巣吹上店、的場店（埼玉県）、北

野台店（東京都）、山下公園店（神奈川県）、松任店（石川県）、西宮北口店、宝塚中筋店（兵

庫県）、橿原葛本店（奈良県）、立町店（広島県）、今宿店（福岡県）の 12 店舗を開店しま

した。 
仙台北業務店（仙台市泉区）を仙台業務店（仙台市宮城野区）に併合し、また、宝塚中

筋店の出店に伴い、スピード宝塚山本店（兵庫県）を閉店しました。 
当第 2 四半期決算期後の 10 月１日に、明治屋産業株式会社（福岡市）より、福岡県、山

口県の酒販店 11 店舗の事業を、再生手続中の大仁酒造株式会社（富山市）より、富山市内

の酒販店３店舗の事業をそれぞれ譲り受け、10 月 1 日の総店舗数は 296 店舗となります。 
7 月 1 日より、福井県、石川県、富山県に商品供給する北陸ＦＤＣ（石川県金沢市）を稼

動し、当該決算期後の 10 月 1 日より、福岡県、山口県に商品供給する福岡ＦＤＣを稼動い

たしました。 
これらの取り組みにより、売上面におきましては、厳しい経営環境ではありましたが、

客数が伸びたことにより増加いたしました。利益面におきましては、前事業年度の増益要

因の一つであった震災の影響によって営業時間を短縮したことでの人件費、光熱費の減少、

前々事業年度の被災引当金の戻り益など、前事業年度の特殊要因の反動で、営業利益、経

常利益とも減少いたしました。 
これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高が 595 億 78 百万

円（前年同期比 108.7％）、営業利益は 14 億 84 百万円（同 85.4％）、経常利益は 16 億 15

百万円（同 87.7％）、四半期純利益は９億 65 百万円（同 86.9％）となりました。 

なお、東日本大震災の影響の少ない前々年第２四半期累計期間との比較では、売上高が

前々年同期比107.5％、営業利益が前々年同期比121.6％、経常利益が前々年同期比128.8％、

四半期純利益が 138.5％となりました。 
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（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 

財政状態 

 
前連結会計年度末 

（平成24年３月31日）

当第２四半期 

連結会計期間末 

（平成24年９月30日）

増減 

総資産（百万円） 33,875 35,052 1,177

総負債（百万円） 15,553 15,991 437

うち借入金（百万円） 2,712 4,014 1,302

純資産（百万円） 18,321 19,061 739

自己資本比率 54.1％ 54.4％ 0.3％

１株当たり純資産（円） 1,689.51 1,757.77 68.26

総資産は、前連結会計年度末と比べて 11 億 77 百万円（3.5％）増加し、350 億 52 百万

円となりました。 

流動資産は、現金及び預金が４億 20 百万円減少し、商品及び製品が８億 89 百万円増

加したことなどにより、前連結会計年度末と比べて７億 91 百万円（5.0％）増加し 167

億 15 百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べて３億85百万円（2.1％）増加し、183億37百万円

となりました。 

総負債は、前連結会計年度末と比べて４億37百万円（2.8％）増加し、159億91百万円

となりました。 

流動負債は、買掛金で２億64百万円減少し、短期借入金で16億円増加したことなどに

より、前連結会計年度末と比べて７億48百万円（5.6％）増加し、141億90百万円となり

ました。 

固定負債は、長期借入金が２億97百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末

と比べて３億11百万円（△14.7％）減少し、18億１百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末と比べて７億39百万円（4.0％）増加し、190億61百万円と

なりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の54.1％から54.4％となりま

した。 
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②連結キャッシュ・フローの状況 

(単位：百万円) 

 前第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）

当第２四半期 

連結累計期間 

（自平成 24 年 4 月１日 

至平成24年 9月30日） 

増減 

営業キャッシュ・フロー △490 △608 △118

投資キャッシュ・フロー △407 △895 △488

フリー・キャッシュ・フロー △897 △1,504 △606

財務キャッシュ・フロー △1,065 1,084 2,150

当第２四半期連結累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、

前連結会計年度末と比べて４億 20 百万円減少し、20 億 41 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で使用した資金は、６億８百万円となりました。主な要因は、税金等調整前

四半期純利益が 16 億 15 百万円、減価償却費が６億 25 百万円となりましたが、たな卸資

産が増加し８億 97 百万円の資金が減少、法人税等の支払額で８億 91 百万円の資金が減

少したこと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） 

投資活動に使用した資金は、８億 95 百万円となりました。主な要因は、新たに 12 店

舗を出店し 14 店舗を改装したことにより有形固定資産の取得に８億８百万円を支出した

こと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） 

財務活動で得られた資金は、10 億 84 百万円となり、前年同四半期と比べて 21 億 50 百

万円増加しました。 

主な要因は、短期借入金の純増加で 16 億円、長期借入金の返済に２億 97 百万円、配

当金の支払に２億 16 百万円を支出したこと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 

連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月８日に公表した数値からの変

更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四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はそれぞれ９百万円増加しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,461 2,041

売掛金 1,451 1,406

商品及び製品 9,683 10,572

仕掛品 52 56

原材料及び貯蔵品 22 26

前払費用 388 399

繰延税金資産 375 311

その他 1,488 1,900

流動資産合計 15,923 16,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,508 17,027

減価償却累計額 △9,625 △9,981

建物及び構築物（純額） 6,883 7,046

機械装置及び運搬具 2,574 2,622

減価償却累計額 △1,978 △2,051

機械装置及び運搬具（純額） 596 571

工具、器具及び備品 4,584 4,884

減価償却累計額 △3,647 △3,822

工具、器具及び備品（純額） 937 1,061

土地 4,955 4,955

建設仮勘定 6 42

有形固定資産合計 13,378 13,676

無形固定資産   

ソフトウエア 25 20

のれん 56 28

その他 24 23

無形固定資産合計 106 72

投資その他の資産   

投資有価証券 356 237

関係会社株式 305 448

破産更生債権等 36 36

長期前払費用 111 119

差入保証金 3,368 3,442

繰延税金資産 321 338

その他 32 32

貸倒引当金 △65 △65

投資その他の資産合計 4,466 4,588

固定資産合計 17,951 18,337

資産合計 33,875 35,052
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,259 7,995

短期借入金 1,500 3,100

1年内返済予定の長期借入金 595 595

未払金 895 814

未払費用 412 391

未払法人税等 957 632

未払消費税等 189 102

預り金 66 71

賞与引当金 475 396

その他 89 88

流動負債合計 13,441 14,190

固定負債   

長期借入金 616 318

退職給付引当金 32 35

役員退職慰労引当金 450 453

資産除去債務 522 538

負ののれん 117 88

その他 372 367

固定負債合計 2,112 1,801

負債合計 15,553 15,991

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,247 3,247

資本剰余金 6,055 6,055

利益剰余金 9,005 9,754

自己株式 △3 △4

株主資本合計 18,304 19,053

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17 8

その他の包括利益累計額合計 17 8

純資産合計 18,321 19,061

負債純資産合計 33,875 35,052
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 54,811 59,578

売上原価 45,428 49,777

売上総利益 9,383 9,801

販売費及び一般管理費 7,643 8,316

営業利益 1,739 1,484

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 3 6

受取賃貸料 47 41

受取手数料 16 20

業務受託手数料 7 10

持分法による投資利益 14 36

負ののれん償却額 29 29

その他 57 30

営業外収益合計 181 181

営業外費用   

支払利息 9 6

店舗改装費用 19 13

店舗閉鎖損失 － 2

賃貸収入原価 28 17

その他 22 10

営業外費用合計 79 50

経常利益 1,841 1,615

特別利益   

違約金収入 9 －

特別利益合計 9 －

特別損失   

投資有価証券評価損 57 －

賃貸借契約解約損 29 －

特別損失合計 86 －

税金等調整前四半期純利益 1,764 1,615

法人税、住民税及び事業税 569 597

法人税等調整額 83 51

法人税等合計 652 649

少数株主損益調整前四半期純利益 1,111 965

四半期純利益 1,111 965
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,111 965

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13 △8

その他の包括利益合計 △13 △8

四半期包括利益 1,097 957

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,097 957

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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,764 1,615

減価償却費 642 625

長期前払費用償却額 7 8

賃貸借契約解約損 29 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57 －

のれん償却額 28 28

負ののれん償却額 △29 △29

持分法による投資損益（△は益） △14 △36

支払利息 9 6

受取利息及び受取配当金 △8 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △169 △78

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 2

未収入金の増減額（△は増加） 0 △412

売上債権の増減額（△は増加） △209 44

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,094 △897

仕入債務の増減額（△は減少） 677 △264

その他 △408 △322

小計 296 282

利息及び配当金の受取額 3 6

利息の支払額 △8 △6

災害損失の支払額 △233 －

法人税等の支払額 △548 △891

営業活動によるキャッシュ・フロー △490 △608

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △42 －

有形固定資産の取得による支出 △351 △808

長期前払費用の取得による支出 △2 △16

差入保証金の差入による支出 △101 △156

差入保証金の回収による収入 90 86

投資活動によるキャッシュ・フロー △407 △895

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △600 1,600

長期借入金の返済による支出 △297 △297

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △167 △216

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,065 1,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,964 △420

現金及び現金同等物の期首残高 3,866 2,461

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,901 2,041
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）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。 
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