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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第３四半期
連結累計期間

第66期
第３四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自  平成24年４月１日

至  平成24年12月31日

自  平成25年４月１日

至  平成25年12月31日

自  平成24年４月１日

至  平成25年３月31日

売上高 （百万円） 100,258 102,813 129,169

経常利益 （百万円） 1,379 980 1,495

四半期（当期）純利益 （百万円） 814 570 917

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 832 725 1,146

純資産額 （百万円） 15,349 16,256 15,663

総資産額 （百万円） 48,114 48,819 43,420

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 74.09 51.97 83.51

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 31.9 33.3 36.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △895 △1,328 1,214

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △249 △123 229

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 871 1,280 △1,596

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 664 615 786
 

　

回次
第65期

第３四半期
連結会計期間

第66期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年10月１日

至  平成24年12月31日

自  平成25年10月１日

至  平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 35.97 21.08
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第66期第１四半期連結会計期間より会計方針を変更し、第65期第３四半期連結累計期間及び第65期連結会計

年度の関連する主要な経営指標等について遡及処理後の数値を記載しております。

　
２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

第１四半期連結会計期間より、会計方針の変更を行っており、遡及処理後の数値で前四半期連結累計期

間との比較を行っております。

　
(1)  業績の状況

当第３四半期連結累計期間において、わが国経済は、堅調な個人消費や金融緩和政策の効果などに

より、順調な回復基調となっております。日銀が発表した12月日銀短観でも、大企業から中小企業ま

で幅広く業況が改善、製造業・非製造業ともにプラスとなったと発表されています。

しかしながら、当業界におきましては、依然として厳しい経済環境が続いております。大幅な円安

やエネルギー価格の上昇などによるコスト高や平成26年４月に導入される消費税増税に加えて社会保

険などの負担増による購買意欲の低下が懸念されており、先行き不透明となっております。

このような状況の中、当社グループは安定的な成長の確立を目指し、キャッシュ・フロー改善を軸

に「利益志向」の活動を重視してまいりました。独自性のある付加価値を創出し続ける「ユニークな

価値創出型企業グループ」を目指して、常に消費者起点で価値のある商品やサービスを提供し、株主

価値を高める高収益体質となることを目標に掲げ、平成26年３月期は中期３ヶ年計画の初年度とし

て、特に以下の５項目に注力しております。

　
①  キャッシュ・フロー経営の徹底

「キャッシュ・フロー経営」を徹底することにより財務体質の強化を図り、企業価値を高めると

ともに株主価値を最大化させてまいります。

　
②  生産性向上による収益構造の改善

あるべき生産性の目標を明確に設定し、収益性の高い筋肉質な企業体質を目指して更なる改善を

進めております。
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③  マーケティング＆セールス機能の強化

付加価値の高い新しい中間流通業を目指し、従来のマーチャンダイジング機能にマーケティング

機能を付加することにより、「消費者起点」で、顧客のニーズを満たす付加価値の高い品揃えや売

り場づくりなどの提案を強化してまいります。

　
④  組織実行力の強化

付加価値の高い商品・サービスを提供するために、マーケティング＆セールス機能の実現を目指

した組織体制の強化を行っております。

　
⑤  人材育成の更なる強化

当社独自の人材育成プログラムである『CBCアカデミー』を継続し、広い視野とビジネスセンス

を持つ「志の高いプロフェッショナル集団」を目指して、「階層別人材育成プログラム」等によ

り、一般社員のレベルアップと経営幹部の育成を行っております。

　

第１四半期連結会計期間より、経営環境の変化に鑑み経営数値をより適切に把握して、さらに付加

価値の高いサービスを提供する事を目的に、会計方針の変更を行っております。具体的な内容は「会

計方針の変更」に記載しております。

　
以上の結果、子会社６社を含めた当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,028億１千３百万円

（前年同期比2.5％増）、営業利益は９億３千万円（前年同期比29.2％減）、経常利益は９億８千万円

（前年同期比28.9％減）、四半期純利益は５億７千万円（前年同期比29.9％減）となりました。

　
セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

日用雑貨事業におきまして、売上高は1,013億１千９百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益は

７億６千９百万円（前年同期比32.3％減）となりました。

物流受託事業におきまして、売上高は13億３千４百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は１億

５千９百万円（前年同期比19.8％減）となりました。

不動産賃貸事業におきまして、売上高は１億６千万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は７千７

百万円（前年同期比6.4％増）となりました。

　
(2)  財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末比52億８千６百万円増の358億７千６百万円となりました。これは主

として、受取手形及び売掛金が39億２千８百万円、商品及び製品が18億８千万円増加し、現金及び預

金が１億７千万円、その他に含まれる前渡金が２億８千７百万円減少したことによるものでありま

す。

固定資産は、前連結会計年度末比１億１千１百万円増の129億４千３百万円となりました。これは主

として、投資有価証券が２億３千７百万円増加し、建物及び構築物が１億１千６百万円減少したこと

によるものであります。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末比53億９千８百万円

増の488億１千９百万円となりました。
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（負債）

負債合計は、前連結会計年度末比48億５百万円増の325億６千３百万円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金が33億６千５百万円、短期借入金が14億５千万円増加し、未払法人税等が２

千６百万円、賞与引当金が２億３千２百万円減少したことによるものであります。

　
（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末比５億９千２百万円増の162億５千６百万円となりました。これは

主として、利益剰余金が４億３千９百万円増加したことによるものであります。

　

(3)  キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、６億１千５百万円（前連結会計

年度末比１億７千万円減）となりました。

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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）

営業活動に使用した資金は、13億２千８百万円（前年同期比４億３千２百万円増）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益９億７千３百万円、減価償却費２億８千２百万円、仕入債務

の増加33億６千５百万円、売上債権の増加39億２千８百万円及びたな卸資産の増加18億５千５百万円

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、１億２千３百万円（前年同期比１億２千６百万円減）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得に８千９百万円及び無形固定資産の取得に４千９百万円を支出した

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）

財務活動により調達した資金は、12億８千万円（前年同期比４億９百万円増）となりました。これ

は主に、短期借入金の増加14億５千万円と配当金の支払１億３千１百万円によるものであります。

　

(4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,000,000

計 49,000,000
 

　
②  【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成25年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成26年２月６日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 12,309,244 12,309,244

東京証券取引所  
ＪＡＳＤＡＱ  
（スタンダード）

単元株式数は1,000
株であります。

計 12,309,244 12,309,244 － －
 

　
(2) 【新株予約権等の状況】

　
該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
　

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】
　

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成25年12月31日 － 12,309,244 － 1,608 － 1,321
 

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）の株主名簿による記載を

しております。

　
①  【発行済株式】

平成25年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－
株主としての権利内容
に制限のない、標準と
なる株式　普通株式 1,322,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,909,000 10,909 同上

単元未満株式 普通株式 78,244 －
１単元(1,000株)未満
の株式

発行済株式総数 　 12,309,244 － －

総株主の議決権 － 10,909 －
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式452株が含まれております。

　
②  【自己株式等】

平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）

中央物産株式会社
東京都港区南青山
二丁目２番３号

1,322,000 － 1,322,000 10.74

計 － 1,322,000 － 1,322,000 10.74
 

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　
(1)  役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
Ｍ＆Ｓ第一本部長 兼 Ｍ＆Ｓ第一本

部 第二営業本部長

取締役
Ｍ＆Ｓ本部第二営業本部長、広域二

部長
提坂直弘 平成25年10月１日

取締役
Ｍ＆Ｓ第一本部 第一営業本部長

取締役
Ｍ＆Ｓ本部第一営業本部副本部長、

Ｍ＆Ｓ統括室副室長
加藤雅之 平成25年10月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。

　
　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月

１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてお

ります。
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１【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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 786 615

受取手形及び売掛金
※１ 19,060 ※１ 22,988

商品及び製品 6,353 8,233

仕掛品 351 283

原材料及び貯蔵品 82 124

その他 3,970 3,647

貸倒引当金 △15 △18

流動資産合計 30,589 35,876

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,740 3,623

土地 4,970 4,970

その他（純額） 196 178

有形固定資産合計 8,906 8,773

無形固定資産

その他 257 234

無形固定資産合計 257 234

投資その他の資産

投資有価証券 2,011 2,249

その他 1,713 1,736

貸倒引当金 △58 △50

投資その他の資産合計 3,666 3,935

固定資産合計 12,831 12,943

資産合計 43,420 48,819
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※１ 13,233 ※１ 16,598

短期借入金 9,449 10,900

未払法人税等 202 176

賞与引当金 404 172

役員賞与引当金 22 －

返品調整引当金 36 19

その他 2,171 2,409

流動負債合計 25,520 30,276

固定負債

退職給付引当金 210 199

役員退職慰労引当金 468 482

資産除去債務 444 450

その他 1,113 1,153

固定負債合計 2,236 2,286

負債合計 27,757 32,563

純資産の部

株主資本

資本金 1,608 1,608

資本剰余金 1,321 1,321

利益剰余金 12,657 13,096

自己株式 △334 △335

株主資本合計 15,252 15,690

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 411 566

その他の包括利益累計額合計 411 566

純資産合計 15,663 16,256

負債純資産合計 43,420 48,819
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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３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 100,258 102,813

売上原価 87,584 91,603

売上総利益 12,673 11,210

販売費及び一般管理費 11,359 10,280

営業利益 1,314 930

営業外収益

受取利息 10 10

受取配当金 34 36

保険解約返戻金 － 24

デリバティブ評価益 － 31

その他 105 22

営業外収益合計 151 125

営業外費用

支払利息 68 58

デリバティブ評価損 13 －

その他 3 16

営業外費用合計 86 75

経常利益 1,379 980

特別利益

固定資産売却益 0 －

ゴルフ会員権売却益 － 9

特別利益合計 0 9

特別損失

投資有価証券評価損 9 16

ゴルフ会員権評価損 3 －

その他 6 －

特別損失合計 19 16

税金等調整前四半期純利益 1,361 973

法人税等 546 402

少数株主損益調整前四半期純利益 814 570

少数株主利益 － －

四半期純利益 814 570
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【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：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 814 570

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18 154

その他の包括利益合計 18 154

四半期包括利益 832 725

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 832 725

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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25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 1,361 973

減価償却費 304 282

負ののれん償却額 △27 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △9

有形固定資産売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 9 16

ゴルフ会員権評価損 3 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △201 △254

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 13

返品調整引当金の増減額（△は減少） △10 △16

受取利息及び受取配当金 △45 △46

支払利息 68 58

売上債権の増減額（△は増加） △3,632 △3,928

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2 3

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,695 △1,855

仕入債務の増減額（△は減少） 3,461 3,365

その他 298 511

小計 △92 △902

利息及び配当金の受取額 51 49

利息の支払額 △68 △58

法人税等の支払額 △786 △416

営業活動によるキャッシュ・フロー △895 △1,328

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 △209 △89

有形固定資産の売却による収入 17 5

無形固定資産の取得による支出 △25 △49

投資有価証券の取得による支出 △34 △35

投資有価証券の売却による収入 6 －

ゴルフ会員権の売却による収入 － 22

その他 △5 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △249 △123

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） 1,050 1,450

配当金の支払額 △131 △131

自己株式の取得による支出 △0 △1

リース債務の返済による支出 △46 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 871 1,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274 △170

現金及び現金同等物の期首残高 939 786

現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 664 ※１ 615
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　
(会計方針の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日)

第１四半期連結会計期間より、経営環境の変化と取引実態に即したより適正な経営成績を表示するた
めに、会計方針を次の通り変更しております。
　
(仕入割引及び売上割引に関する会計方針の変更)

前期まで商品の仕入代金現金決済時に受け取る仕入代金の割引については、営業外収益の仕入割引
として、商品の販売代金現金決済時に支払う売上代金の割引については営業外費用の売上割引として
処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、仕入割引は仕入控除項目として売上原価に含
めて処理する方法に、売上割引は売上高控除項目として処理する方法に変更いたしました。
当社グループは、中間流通という立場で適正な流通価格の形成への貢献を求められており、より一

層の採算管理を顧客別に徹底する為に、平成25年４月からは適切な売上高及び売上原価を捉えて顧客
別採算管理に反映した上で、顧客との取引条件の決定に利用することとなりました。当該会計方針の
変更はこれを契機に、従来仕入割引としていた金額を仕入価額の控除項目として、売上割引としてい
た金額を売上高の控除項目として処理することで、経営環境の変化と取引実態に即したより適正な経
営成績を表示する為に行ったものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半

期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益が２

億７千９百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が４百万円それぞれ増加しております。ま
た、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残
高は１千４百万円増加しております。
なお、１株当たり情報に与える影響は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 １株当たり情

報」に記載しております。
　
(納品手数料に関する会計方針の変更)

前期まで顧客が運営する物流センターを当社が利用する場合の使用料については、販売費及び一般
管理費の納品手数料として処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、売上高から控除す
る方法に変更いたしました。
広域量販業者が全国に物流センターを有して生産から販売までの物流全体に関与する傾向が強まる

中で、当社グループの機能は、中間流通という立場で物流全体を最適化する為に多様化・複雑化し、
従来の店舗納品に加えて物流センターへの納品も恒常化していることから経営管理方法の見直しを実
施し、平成25年４月からは適切な販売価額を捉えて、顧客との取引条件の決定に利用することとなり
ました。当該会計方針の変更はこれを契機に、従来販売費及び一般管理費の納品手数料としていた金
額を売上控除項目として処理することで、経営環境の変化と取引実態に即したより適正な経営成績を
表示する為に行ったものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半

期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の売上総利益が23億９千６百万

円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。
 

　
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引
前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 21百万円 26百万円

支払手形 281百万円 334百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　

　
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年12月31日)

現金及び預金 664百万円 615百万円

現金及び現金同等物 664百万円 615百万円
 

　

(株主資本等関係)

前第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）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月10日
取締役会

普通株式 131 12.0 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月14日
取締役会

普通株式 131 12.0 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの
　

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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）

１．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：百万円）

　
報告セグメント

調整額
(注)

合計
日用雑貨
事業

物流受託
事業

不動産賃
貸事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 98,793 1,310 154 100,258 － 100,258

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － －

計 98,793 1,310 154 100,258 － 100,258

セグメント利益又は損失（△） 1,136 198 72 1,408 △93 1,314
 

(注)  「調整額」の区分は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般

管理費です。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
　

該当事項はありません。

　
　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日）

１．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：百万円）

　
報告セグメント

調整額
(注)

合計
日用雑貨
事業

物流受託
事業

不動産賃
貸事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 101,319 1,334 160 102,813 － 102,813

  セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － －

計 101,319 1,334 160 102,813 － 102,813

セグメント利益又は損失（△） 769 159 77 1,007 △76 930
 

(注)  「調整額」の区分は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般

管理費です。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
　

該当事項はありません。
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３．報告セグメントの変更等に関する事項

「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、仕入割引について営業外収益より

売上原価から控除する方法に、売上割引について営業外費用より売上高から控除する方法に変更しており

ます。

また、納品手数料について販売費及び一般管理費より売上高から控除する方法に変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の利益又は損失の算定方法によ

り作成したものを記載しております。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
  至  平成25年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 74.09円 51.97円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 814 570

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 814 570

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,990 10,987
 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「会計方針の変更（仕入割引及び売上割引に関する会計方針の変更）」に記載のとおり、商品の仕入代金現金

決済時に受け取る仕入代金の割引について従来、営業外収益の仕入割引として処理しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、仕入控除項目として売上原価に含めて処理する方法に変更した為、前第３四半期連結

累計期間については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の四半期連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、32銭増

加しております。

　
(重要な後発事象)

　
該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】
　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任監査法人　トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   向　　　　　眞　　生   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   松　　田　　道　　春   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月５日

中央物産　株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
中央物産株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会
計期間（平成２５年１０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５
年４月１日から平成２５年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照
表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記に
ついて四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任　
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中央物産株式会社及び連結子会社の平成２
５年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
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強調事項

１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は前期まで商品の仕入代金現金決済時に受け取る仕入代
金の割引を営業外収益の仕入割引として、商品の販売代金現金決済時に支払う販売代金の割引を営業外費
用の売上割引として処理していたが、第１四半期連結会計期間より仕入割引は仕入控除項目として売上原
価に含めて処理する方法に、売上割引は売上高控除項目として処理する方法に変更した。

２．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は前期まで顧客が運営する物流センターへの納品に係る
物流センター使用料について、販売費及び一般管理費の納品手数料として処理していたが、第１四半期連
結会計期間より売上高から控除する方法に変更した。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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