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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年11月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年2月期第3四半期 51,727 ― 2,531 ― 2,580 ― 1,500 ―

21年2月期第3四半期 53,451 10.2 2,574 11.4 2,655 11.5 1,563 9.5

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

22年2月期第3四半期 151.58 151.33
21年2月期第3四半期 157.92 157.85

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

22年2月期第3四半期 29,057 15,848 54.5 1,599.41
21年2月期 29,144 14,977 51.4 1,512.20

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  15,832百万円 21年2月期  14,969百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年2月期 ― 0.00 ― 69.00 69.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

70.00 70.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 72,500 2.5 3,700 2.7 3,720 0.1 2,200 1.3 222.24
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 9,900,000株 21年2月期  9,900,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  821株 21年2月期  771株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第3四半期 9,899,221株 21年2月期第3四半期 9,899,301株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、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。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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   当第３四半期累計期間における景気動向は、回復の兆しが見られるものの、企業の設備投資減少や雇用情勢の

深刻化など本格的な景気回復には至らず、引き続き厳しい状況で推移いたしました。こうした状況下、当社は新

規お客さまの獲得に注力するとともに、当期の重点施策である商品開発を強化し、マスク・ポリ手袋などの資材

品やミネラルウォーター・コーヒーなどの飲料商品を積極的に開発いたしました。また、新しい事業分野への取

組みとして事業所後方支援サービス『CERTO PLUS（チェルトプラス）』を展開し、お客さまへのサービス向上に

努めてまいりました。 

     資材関連事業におきましては、この厳しい経営環境下でコスト削減要請が強まるお客さまに対応すべく、価格

競争力のある商品や付加価値を高めたオリジナル商品のご提案をおこない、新規お客さまの獲得および既存のお

客さまへの提供アイテム拡大に努めました。その結果、病院をはじめとする医療・福祉施設など新たな領域のお

客さまと資材の取引を開始することができ、加えてパッケージやトレーを扱う商品パッケージ分野では、農業協

同組合や食品メーカーへの取引アイテム数を順調に拡大させ、売上高を伸張させることができました。 

     また、WEB通販サイト「ちぇるねっと」では、お客さまのニーズに対応し文具・事務用品の品揃えの拡充と共

に、専用カタログの発刊をいたしました。なお、効率的な事業体制を構築するため物流費の削減や、化成品にお

いては海外調達コストの削減に努めましたが、第3四半期に入り、取り扱い数量の減少や販売価格の下落により、

事業環境は一段と厳しさが増してまいりました。 

     自動販売機関連事業におきましては、不採算自動販売機の品揃え、設置場所等、見直しを徹底し、パーマシン

（一台当りの売上高）の向上と効率的なオペレーション体制の再構築に注力いたしました。また、競争力のある

電子マネーWAON対応自動販売機の増設やオリジナル商品の投入をおこないましたが、夏場以降の天候不順に加

え、急激な経済環境の悪化による事業所閉鎖などが売上高に影響し、厳しい状況が続きました。 

   これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高517億27百万円（前年同期比96.8％）、営業利益25億31

百万円（前年同期比98.3％）、経常利益25億80百万円（前年同期比97.2％）、四半期純利益15億円（前年同期比

96.0％）となりました。 

     ※ 前年同期比は、参考として記載しております。   

  

  

（1）財政状態 

   当第３四半期会計期間末における総資産は290億57百万円となり、前事業年度末と比較して87百万円の減少とな

りました。これは主に未収入金及び無形固定資産は増加したものの現金及び預金、商品及び有形固定資産が減少

したことによるものであります。 

   負債総額は132億８百万円となり、前事業年度末と比較して９億58百万円の減少となりました。これは主に買掛

金及び未払法人税等が減少したことによるものであります。 

   また、純資産は158億48百万円となり、前事業年度末と比較して８億71百万円の増加となりました。これは主に

利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が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３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べて15億74

百万円減少し57億35百万円となりました。 

   当第３四半期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、次のとおりであります。  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動により得た資金は、８億62百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が25億65百万円とな

ったこと、減価償却費６億24百万円、賞与引当金の増加１億32百万円、売上債権の減少24百万円及び商品の減少

２億59百万円による収入と、未収入金の増加６億95百万円、仕入債務の減少５億53百万円及び法人税等の納付16

億38百万円等の支出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、17億54百万円となりました。これは主に関係会社預け金の払戻50億円による収入

と、定期預金の預入20億円、関係会社預け金の預入40億円及び有形・無形固定資産の取得７億53百万円の支出に

よるものであります。    

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）     

   財務活動に使用した資金は、６億83百万円となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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  平成22年２月期の業績予想については、平成21年９月29日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

   

  

  ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

    当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

    通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、第１四半期会計期間より主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）に変更いたしました。 

    評価方法を原価法から原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）へ変

更することについては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）が適用されたことによるものであります。また、評価方法を先入先出法から移動平均法へ変更することに

ついては、第１四半期会計期間からの「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用を機に会計処理の見直しを

行った結果、期間損益計算と在庫評価の適切化を図る目的で行ったものであります。 

    この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税

引前四半期純利益はそれぞれ8,920千円増加しております。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年２月21日～11月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  53,451,284

Ⅱ 売上原価  48,880,124

売上総利益  4,571,160

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,996,738

営業利益  2,574,421

Ⅳ 営業外収益  81,440

Ⅴ 営業外費用 －

経常利益  2,655,861

Ⅵ 特別利益  19,186

Ⅶ 特別損失  18,175

税引前四半期純利益  2,656,872

税金費用  1,093,550

四半期純利益  1,563,321
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前第３四半期累計期間（平成20年２月21日～11月20日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益  2,656,872

 減価償却費   571,093

 貸倒引当金の増加額  3,201

 賞与引当金の増加額  135,328

 役員賞与引当金の減少額  △19,721

 退職給付引当金の増加額   13,110

 受取利息及び受取配当金  △80,039

 固定資産除却損   15,657

 投資有価証券評価損  2,517

 売上債権の減少額   92,762

 たな卸資産の増加額 △1,024,736

 未収入金の増加額  △164,163

 仕入債務の増加額   329,322

 その他   88,687

小計  2,619,894

 利息及び配当の受取額   75,289

 法人税等の支払額  △1,699,219

営業活動によるキャッシュ・フロー  995,965

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 関係会社預け金の預入による支出  △5,000,000

 関係会社預け金の払戻による収入   5,000,000

 有形固定資産の取得による支出  △431,274

 無形固定資産の取得による支出  △33,765

 関係会社出資金の払込による支出  △50,000

 投資有価証券の取得による支出  △4,854

 貸付金の貸付による支出  △800,000

 貸付金の回収による収入   800,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △519,893
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前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 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  △135

 配当金の支払額  △659,882

財務活動によるキャッシュ・フロー △660,018

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △183,947

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,021,636

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  6,837,689
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 四半期販売実績 

 第３四半期累計期間                             （単位：千円未満切捨） 

（注）１．事業間の取引はありません。 

   ２．本表の金額には消費税等は含まれておりません。  

  

６．その他の情報

事業の名称 

当第３四半期累計期間 

自 平成21年 2月21日 

至 平成21年11月20日 

前第３四半期累計期間 

自 平成20年 2月21日 

至 平成20年11月20日 

（参考）前事業年度 

自 平成20年2月21日 

至 平成21年2月20日 

（資材関連事業） (26,382,558) (25,444,333) (34,505,923)

  ストア・オフィス資材  16,814,814  16,768,441  22,684,303

  印刷用紙・食品原料  2,143,780  2,698,503  3,601,860

  商品パッケージ  7,423,963  5,977,388  8,219,759

（自動販売機関連事業） (25,345,339) (28,006,950) (36,239,733)

  飲料商品  21,553,321  23,977,797  30,891,483

  玩具商品  2,068,032  2,347,351  3,079,387

  その他（機械）  1,039,042  1,347,375  1,851,722

  販売受入手数料  684,943  334,426  417,139

合計  51,727,898  53,451,284  70,745,657
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