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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７期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第６期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高 百万円 144,929 551,751

経常利益 百万円 655 1,927

四半期（当期）純利益

(△純損失)
百万円 199 △147

純資産額 百万円 43,696 43,798

総資産額 百万円 186,364 178,367

１株当たり純資産額 円 582.05 583.39

１株当たり四半期

（当期）純利益金額

(△純損失金額)

円 2.66 △1.89

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 ％ 23.4 24.5

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 △1,203 11,685

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 △754 △4,816

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 3,164 △2,654

現金及び現金同等物の期

末残高
百万円 9,664 8,457

従業員数 人 3,045 2,992

　（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んでおりません。　

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。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 3,045 (3,523)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（パート及び嘱託社員を含む）は（　）内に当第１四半期連結会計期間

の平均雇用人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 2,372 (3,011)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（パート及び嘱託社員を含む）は（　）内に当第１四半期会計期間の平

均雇用人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　　　　当第１四半期連結会計期間における商品の事業部門別仕入実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円）

事業部門 主要商品
当第１四半期連結会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

 

前期比

   ％

パーソナル・ヘルス・化粧品部門
化粧品・装粧品・石鹸入浴剤・

オーラルケア
33,728 －

洗剤部門
衣料用洗剤・台所洗剤・食器洗剤

・住居用洗剤
18,166 －

家庭用品部門
台所用雑貨・住居用雑貨・生活用

雑貨・芳香剤・防虫剤・殺虫剤
19,818 －

紙・衛生用品部門
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品
30,800 －

電気関連用品部門
乾電池・記録メディア・照明用

品・電気応用品・ＯＡ用品
2,838 －

その他
ペット用品・文具・レジャー用

品・食品・カー用品・園芸用品
21,635 －

合計 126,988 －

　（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品販売実績

　　　　当第１四半期連結会計期間における商品の事業部門別販売実績は、次のとおりであります。 （単位：百万円）

事業部門 主要商品
当第１四半期連結会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

 

前期比

   ％

パーソナル・ヘルス・化粧品部門
化粧品・装粧品・石鹸入浴剤・

オーラルケア
39,317 －

洗剤部門
衣料用洗剤・台所洗剤・食器洗剤

・住居用洗剤
19,668 －

家庭用品部門
台所用雑貨・住居用雑貨・生活用

雑貨・芳香剤・防虫剤・殺虫剤
22,232 －

紙・衛生用品部門
家庭紙・紙おむつ・ベビー用品・

衛生用品・生理用品
34,493 －

電気関連用品部門
乾電池・記録メディア・照明用

品・電気応用品・ＯＡ用品
3,197 －

その他
ペット用品・文具・レジャー用

品・食品・カー用品・園芸用品
26,018 －

合計 144,929 －

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　当社グループにおける財政状態および経営成績の分析は以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項については、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

(1）業績の状況及び経営分析
　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発したグローバル金融市場の

混乱と米国景気の減速を背景とした株式市場の低迷や、円高・原油価格・原材料価格の高騰を背景とした企業の景

況感が急速に悪化し、先行きの不透明感が増しております。

　また、当社グループの取扱商品である家庭用消耗品も原油価格・原材料の高騰による価格上昇や、それにともなう

個人消費の落ち込みが予想され厳しい経営環境が続いております。このような状況の中で、当第１四半期連結会計

期間における連結売上高は144,929百万円、連結営業損益は312百万円の営業損失、連結経常利益は655百万円、連結四
半期純利益は199百万円となりました。
　当第１四半期連結会計期間が増収増益で推移しておりますのは、連結売上高が前年同期比3.6％増加したことにと
もない、売上総利益についても前年同期比7.1％増加し、一方、販売費及び一般管理費については前年同期比4.8％の
増加に抑えることができたことによります。営業外収益につきましては仕入割引が前年同期比4.3%減少し、営業外
費用は支払利息が20.9％増加しております。特別利益につきましては遊休不動産の売却益13百万円、特別損失は投資
有価証券評価損52百万円を計上しております。
　また、資産の分析は次のとおりであります。

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は186,364百万円となり、前連結会計年度末と比較して7,996百万円の増加
となりました。

　資産の部では、流動資産は126,838百万円となり、前連結会計年度末と比較して8,057百万円の増加となりました。こ
れは主に現金預金が1,335百万円、受取手形及び売掛金が6,355百万円、商品が491百万円増加したことによるもので
す。

　固定資産は59,525百万円となり、前連結会計年度と比較して61百万円の微減となりました。
　負債の部では、流動負債は117,717百万円となり、前連結会計年度末と比較して9,339百万円の増加となりました。こ
れは主に支払手形及び買掛金が3,960百万円、短期借入金が4,884百万円、未払費用が1,590百万円増加したことによる
ものです。

　固定負債は24,950百万円となり、前連結会計年度と比較して1,239百万円の減少となりました。これは主に長期借入
金が1,279百万円減少したことによるものです。
  純資産の部は、前連結会計年度より102百万円の微減となり、自己資本比率は23.4％となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況
　当第１四半期連結会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、税金等調整前四半期純

利益が599百万円となり、売上債権および仕入債務の増加ならびに短期借入金の純増額により、9,664百万円となりま
した。　

　当第１四半期連結会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）

　営業活動による資金の減少は1,203百万円であります。これは税金等調整前四半期純利益が599百万円でありまし

たが、売上債権が6,955百万円の増加ならびに仕入債務の増加4,230百万円が主な要因になっております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は754百万円であります。これは有形固定資産の取得による支出470百万円ならびに

無形固定資産の取得による支出165百万円が主な要因になっております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の増加は3,164百万円であります。使用資金の主なものは長期借入金の返済による支出が

1,544百万円となっております。増加資金の主なものは短期借入金の純増額4,899百万円、長期借入による収入が

250百万円であります。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題
　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　なお、前連結会計年度に掲げた課題のうち、当第一四半期連結会計期間において、次のような対処をしております。

　営業戦略につきましては引き続き、５大カテゴリー（化粧品・トイレタリー・紙・家庭用品・ペット用品）の

トータル提案の強化を図るとともに、子会社であるジャペル株式会社、株式会社ファッションあらたのグループ企

業の特性を活かしてニーズの違う小売店様にあった総合的な提案ができる機能を構築しております。

　営業・物流機能につきましては、中期経営計画のひとつの戦略として掲げております、「全国拠点の再構築の推進

と適材適所の人員配置による生産性の向上」として平成20年４月１日付けで「中国支社」と「四国支社」を統合
し、「中四国支社」とし、西日本地区の営業体制の強化を図りました。関東地区においては、平成20年４月１日より
所沢支店と東松山店を統合し、埼玉支店を設立し営業・物流機能の両面の充実を図りました。九州地区においても、

平成20年４月１日に久留米営業所を福岡支店に統合し、営業・物流機能の両面の充実を図りました。このような拠
点の再構築により営業・物流面の効率化と間接業務の集約化によるコスト削減を目指してまいりました。

　なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針は定めており、その内容等は次

のとおりであります。

　当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主

の皆様の判断に委ねられるべきものと考えておりますが、高値での売り抜け等の不当な目的による企業買収の存在

は否定できないところであり、そういった買収者から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホ

ルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しております。

　また、株式の大量取得を目的とする買付（または買収提案）に対しては、当該買収者の事業内容、将来の事業計画

や過去の投資行動等から、当該買付行為（または買収提案）が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響

を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しております。

　従いまして、当社としては、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、有事対応の初動マニュア

ルを作成するほか、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措

置を講じます。

　具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案（または買付

行為）が当社の企業価値および株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対応措置の要否およびその内容等を

速やかに決定し、対応措置を実行する体制を整えます。

　なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や株主の動向等を

注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　経営成績に重要な影響を与える要因

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更

はありません。

経営戦略の現状と見通し

　経営戦略の見通しにつきましては、当社グループの取扱商品である家庭用消耗品も原油価格・原材料の高騰に

よる価格上昇や、それにともなう個人消費の落ち込みが引き続き予想され厳しい経営環境が続くものと予想して

おります。

　そのような環境下において、中期経営計画の２年目となる今期は経営目標を「あらたブランドを創造し、揺るぎ

ない信頼を確立しよう」と掲げ、ステークホルダーの求めているサービスを、公正な企業姿勢で、どこの企業より

も優れた品質とコストで提供することにより、卓越したビジネススキル、積極的な営業戦略とともに、誠心誠意と

いう心を兼ね備えた「あらたブランド」を創造し、揺るぎない信頼関係の確立を目指してまいります。

　営業戦略につきましては引き続き、５大カテゴリー（化粧品・トイレタリー・紙・家庭用品・ペット用品）の

トータル提案の強化を図るとともに、子会社であるジャペル株式会社、株式会社ファッションあらたのグループ

企業の特性を活かしてニーズの違う小売店様にあった総合的な提案ができる機能を構築してまいります。また、

今期は店頭管理機能を従来の関西・四国地区に加えて、中部・関東へと順次拡大し個店に適した店頭管理機能を

強化する体制を進め、同時に店頭における魅力的な演出を可能とする販売ツールを作成する「販促工房」の機能

も順次拡大し、手作り感・オリジナリティのある販促物を作成し、小売店様の店頭活性化を進めてまいります。

　営業・物流戦略につきましては、平成20年11月稼動予定で現在の千葉営業所と船橋支店を統合し、市川市に千葉
支店として新社屋を建設いたします。更に今期は神奈川甲信越地区においても効率的な物流体制の構築を計画し

ており、これにより、最大規模であり、成長著しい関東市場における経営基盤の整備が進むことになります。

　財務面につきましては、資産の圧縮を進め有利子負債の圧縮を図ってまいります。

　遊休資産の売却、在庫および売上債権の回転日数による運転資金負担日数の改善、更にグループ子会社を含めた

資金管理の集約化による資金効率の向上を進めてまいります。
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(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　「(2)キャッシュ・フローの状況」に記載した内容のとおりであります。

(7）経営者の問題意識と今後の方針について

　当第１四半期連結会計期間において、経営者の問題意識と今後の方針について、重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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第４【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 150,000,000

計 150,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13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 79,301,124 79,301,124 ジャスダック証券取引所 －

計 79,301,124 79,301,124 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　  該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【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20年４月１日～

　　平成20年６月30日
－ 79,301,124 － 5,000 － 28,280

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

EDINET提出書類

株式会社あらた(E02947)

四半期報告書

 9/25



（６）【議決権の状況】

　当第１四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20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30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）

普通株式 　4,225,000 
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　74,752,000 74,752 －

単元未満株式 普通株式　   324,124 － －

発行済株式総数 79,301,124 － －

総株主の議決権 － 74,752 －

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株含まれております。

 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数11個が含まれております。

       ２．「単位未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が284株含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30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）

株式会社あらた

千葉県船橋市海神

町南1-1389
4,225,000 － 4,225,000 5.35

計 － 4,225,000 － 4,225,000 5.35

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 316 337 356

最低（円） 270 298 317

　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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。

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、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、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）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,680 9,344

受取手形及び売掛金 ※3
 72,812

※3
 66,457

商品 26,598 26,106

繰延税金資産 754 839

その他 16,141 16,182

貸倒引当金 △150 △150

流動資産合計 126,838 118,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 18,753

※1
 16,781

土地 21,008 21,022

その他（純額） ※1
 2,995

※1
 4,895

有形固定資産合計 42,757 42,699

無形固定資産

のれん 4,459 4,695

その他 2,001 1,993

無形固定資産合計 6,461 6,689

投資その他の資産

投資有価証券 4,671 4,491

繰延税金資産 2,872 2,960

その他 3,090 3,080

貸倒引当金 △327 △333

投資その他の資産合計 10,306 10,197

固定資産合計 59,525 59,586

資産合計 186,364 178,367
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 51,890 47,930

短期借入金 53,915 49,031

未払法人税等 346 1,136

賞与引当金 977 1,411

役員賞与引当金 39 39

その他 10,547 8,829

流動負債合計 117,717 108,378

固定負債

社債 64 64

長期借入金 15,126 16,406

繰延税金負債 1,073 1,073

退職給付引当金 7,014 7,019

役員退職慰労引当金 779 811

負ののれん 84 100

その他 808 715

固定負債合計 24,950 26,190

負債合計 142,667 134,568

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 23,314 23,314

利益剰余金 16,730 16,981

自己株式 △1,360 △1,359

株主資本合計 43,684 43,936

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 △137

評価・換算差額等合計 11 △137

純資産合計 43,696 43,798

負債純資産合計 186,364 178,367
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 144,929

売上原価 126,496

売上総利益 18,432

販売費及び一般管理費 ※1
 18,745

営業損失（△） △312

営業外収益

受取利息 2

受取配当金 31

仕入割引 1,045

負ののれん償却額 15

その他 212

営業外収益合計 1,308

営業外費用

支払利息 264

その他 76

営業外費用合計 341

経常利益 655

特別利益

固定資産売却益 13

その他 8

特別利益合計 22

特別損失

固定資産売却損 0

投資有価証券売却損 4

投資有価証券評価損 52

その他 20

特別損失合計 77

税金等調整前四半期純利益 599

法人税、住民税及び事業税 301

法人税等調整額 98

法人税等合計 400

四半期純利益 199
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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１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６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 599

減価償却費 640

のれん償却額 219

賞与引当金の増減額（△は減少） △434

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31

受取利息及び受取配当金 △34

支払利息 264

固定資産売却益 △13

固定資産売却損 0

投資有価証券売却損 4

投資有価証券評価損 52

売上債権の増減額（△は増加） △6,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △491

仕入債務の増減額（△は減少） 4,230

その他 1,989

小計 28

利息及び配当金の受取額 34

利息の支払額 △227

法人税等の支払額 △1,038

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,203

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 △128

定期預金の払戻による収入 66

有形固定資産の取得による支出 △470

有形固定資産の売却による収入 27

無形固定資産の取得による支出 △165

投資有価証券の取得による支出 △31

投資有価証券の売却による収入 16

その他 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △754
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

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） 4,899

長期借入れによる収入 250

長期借入金の返済による支出 △1,544

社債の償還による支出 △10

配当金の支払額 △427

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,207

現金及び現金同等物の期首残高 8,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 9,664
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事

項の変更

該当事項はありません。　

２．持分法の適用に関する

事項の変更

該当事項はありません。　

３．会計処理基準に関する

事項の変更

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更　

たな卸資産　

　たな卸資産については、従来、主として移

動平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用さ

れたことに伴い、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）によ

り算定しております。

　これによる、売上総利益、営業損失、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益への影響

は軽微であります。

（２）リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに

伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。なお、

リース取引開始日が平成20年４月１日前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。

　これによる、営業損失、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益への影響は軽微であ

ります。
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【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

【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】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は25,667百万円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は25,507百万円であ

ります。

  ２．受取手形割引高                   756百万円   ２．受取手形割引高                   720百万円

※３．当社は、売上債権流動化を行っております。当第

１四半期連結会計期間末日の金額は以下のとおりで

あります。　　　　　　

　　売掛金譲渡金額　　　　　　    11,000百万円

　　債権譲渡に係る未収入金　　　   1,500百万円

※３．当社は、売上債権流動化を行っております。当連

結会計年度末日の金額は以下のとおりであります。

　　売掛金譲渡金額　　　　　　   9,506百万円

　　債権譲渡に係る未収入金　  　　 606百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

荷造包装運搬費 7,337百万円

給与手当 4,416百万円

賞与引当金繰入額 971百万円

退職給付費用 221百万円

役員退職慰労引当金繰入額 25百万円

貸倒引当金繰入額 2百万円

のれん償却額 235百万円

賃借料 1,225百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※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

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 10,680百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △

1,016

百万円

現金及び現金同等物 9,664百万円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　79,301,124株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　 4,227,934株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　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20年６月27日

定時株主総会
普通株式 450 6 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金　

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

　当連結グループは、日用雑貨・化粧品等の卸売及び小売を営んでおりますが、全セグメントの売上高の合計、

営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める卸売事業の割合がいずれも90％を超えているため、

記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、

該当事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間において海外売上高はないため、該当事項はありません。
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（有価証券関係）

　有価証券関係の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため記載しておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引関係の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

　　　（企業結合等関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 582.05円 １株当たり純資産額 583.39円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2.66円

なお、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。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（百万円） 199

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（百万円） 199

期中平均株式数（千株） 75,074

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　リース取引関係の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がないため記載しておりません。

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月7日

株式会社あらた

取締役会　御中

監査法人　ト　ー　マ　ツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 川村　　博　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 國井　泰成　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岩下　稲子　　印

　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」に掲げられている株式会社あらたの平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６

月30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及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、株式会社あらた及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四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。

　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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