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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66期

第３四半期
連結累計期間

第67期
第３四半期
連結累計期間

第66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 (千円) 42,289,566 47,166,078 56,060,007

経常利益 (千円) 498,986 225,246 697,892

四半期(当期)純利
益　　　　　　

(千円) 274,806 111,564 367,976

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 279,712 242,121 469,323

純資産額 (千円) 4,407,042 4,791,713 4,596,171

総資産額 (千円) 20,598,091 22,735,636 19,222,761

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 70.84 28.76 94.86

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 (％) 21.4 21.1 23.9
 

　

回次
第66期

第３四半期
連結会計期間

第67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) 44.82 3.96
 

(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をしてお

りません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間においては、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。

　

EDINET提出書類

株式会社久世(E02938)

四半期報告書

 2/18



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】

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府主導による経済対策や日銀の金融政策など

を背景に円安の進行と株価の上昇がみられ、更に雇用環境の改善や消費税率引き上げ前の、駆け込み需

要効果などで景気回復の動きがありましたが、一方で海外景気に対する不安感や原材料価格の上昇に加

えて、消費増税後の景気後退見通しなど、先行き不透明な状況で推移しました。

　当社グループが事業活動の中心としております外食・中食市場におきましても、全般的に消費者の節

約志向、低価格志向は続き、さらに急激な円安や政策に伴う原材料価格の上昇もあり厳しい経営環境が

続いております。

　このような状況のもと、当社グループは「第二次Ｃ＆Ｇ経営計画」（平成24年４月～平成27年３月）

の二年目として、「三大都市圏NO.1」、「顧客満足度No.1」を主眼に「頼れる食のパートーナー」を掲

げ、お客様に真に必要とされる企業となるべく諸施策を打ち、事業活動に取り組んでまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は471億66百万円と前年同四半

期と比べ48億76百万円（11.5％)の増収、営業利益は75百万円と前年同四半期と比べ３億25百万円

（81.2％)の減益、経常利益は２億25百万円と前年同四半期と比べ２億73百万円（54.9％)の減益、四半

期純利益は１億11百万円と前年同四半期と比べ１億63百万円(59.4％)の減益となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　(食材卸売事業)

　当セグメントにおきましては、物流面や人材面への投資を進めるとともに、引き続き積極的な営業活

動を進めました。一方急激な円安や原料高に伴う商品価格の高騰に対応し、更なる生産性の向上やコス

トダウンを中心とした収益改善に取り組んでまいりました。

　このような結果、売上高は435億97百万円と前年同四半期と比べ44億４百万円（11.2％）の増収、セ

グメント利益（営業利益）は３億52百万円と前年同四半期と比べ４億４百万円（53.4％）の減益となり

ました。
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　(食材製造事業)

　当セグメントにおきましては、引き続き自社ブランド商品の販売強化に努め、継続的な品質向上とコ

ストダウンにも取り組んでまいりました。

　このような結果、売上高は35億83百万円と前年同四半期と比べ４億70百万円（15.1％）の増収、セグ

メント利益（営業利益）は３億５百万円と前年同四半期と比べ46百万円（18.1％）の増益となりまし

た。

　(不動産賃貸事業)

　当セグメントにおきましては、主に連結子会社を対象に不動産賃貸を行っております。当事業の売上

高は１億15百万円と前年同四半期と比べ０百万円（0.1％）の増収、セグメント利益（営業利益）は88

百万円と前年同四半期と比べ１百万円（2.1％）の減益となりました。

　

（2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ35億12百万円増加し、227億35百万

円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が14億86百万円、商品及び製品が12億63百万円、

現金及び預金が５億円、投資その他の資産のその他が２億18百万円増加したことによるものです。

　当第３四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ33億17百万円増加し、179億43百万円

となりました。これは主として支払手形及び買掛金が34億99百万円増加したことによるものです。

　当第３四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億95百万円増加し、47億91百万円

となりました。これは主としてその他有価証券評価差額金が１億２百万円、利益剰余金が65百万円増加

したことによるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の23.9％から21.1％となりまし

た。
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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 12,000,000

計 12,000,000
 

　

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(株)
(平成26年２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 3,882,500 3,882,500
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード）
単元株式数は100株であります。

計 3,882,500 3,882,500 ― ―
 

　

(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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年12月31日 ― 3,882,500 ― 302,250 ― 291,900
 

　

(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。

　

EDINET提出書類

株式会社久世(E02938)

四半期報告書

 5/18



　

(7) 【議決権の状況】

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）
普通株式   3,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,878,500
38,785 ―

単元未満株式 普通株式     600 ― ―

発行済株式総数 3,882,500 ― ―

総株主の議決権 ― 38,785 ―
 

　(注)1　単元未満株式には自己株式78株が含まれております。

　　　2　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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）に基づく株主名簿による記載をし

　　　　 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）
株式会社　久世

東京都豊島区東池袋
二丁目29番７号

3,400 ― 3,400 0.08

計 ― 3,400 ― 3,400 0.08
 

　

　
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

　

役員の氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日

鎌田　美紀男

取締役
(広域営業本部長兼物流本部長)

取締役
(物流本部長)

平成25年８月１日

取締役
(広域営業本部長兼物流本部管掌)

取締役
(広域営業本部長兼物流本部長)

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)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、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、新日本有限責任監査法人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：千円）

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 5,038,946 5,539,673

受取手形及び売掛金 7,441,383 8,928,322

商品及び製品 1,829,707 3,093,652

原材料及び貯蔵品 253,359 243,414

その他 760,186 783,093

貸倒引当金 △44,697 △53,916

流動資産合計 15,278,884 18,534,238

固定資産

有形固定資産 2,119,092 2,175,701

無形固定資産 85,373 118,693

投資その他の資産

その他 1,818,275 2,037,051

貸倒引当金 △78,865 △130,048

投資その他の資産合計 1,739,410 1,907,002

固定資産合計 3,943,876 4,201,397

資産合計 19,222,761 22,735,636

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,197,737 13,697,504

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 892,251 872,451

未払法人税等 195,909 23,502

賞与引当金 167,410 107,654

その他 1,314,368 1,548,947

流動負債合計 12,807,676 16,290,059

固定負債

社債 40,000 20,000

長期借入金 1,113,775 963,321

退職給付引当金 163,979 166,049

役員退職慰労引当金 187,276 183,467

その他 313,882 321,027

固定負債合計 1,818,913 1,653,864

負債合計 14,626,589 17,943,923

純資産の部

株主資本

資本金 302,250 302,250

資本剰余金 291,900 291,900

利益剰余金 3,764,468 3,829,485

自己株式 △1,722 △1,754

株主資本合計 4,356,896 4,421,881

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 183,602 286,564

為替換算調整勘定 55,672 83,267

その他の包括利益累計額合計 239,275 369,831

純資産合計 4,596,171 4,791,713
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負債純資産合計 19,222,761 22,735,636
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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：千円）

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 42,289,566 47,166,078

売上原価 35,140,116 39,331,225

売上総利益 7,149,449 7,834,852

販売費及び一般管理費

給料 1,341,537 1,409,816

賞与引当金繰入額 87,094 95,026

役員退職慰労引当金繰入額 8,850 8,450

運賃 3,146,772 3,802,775

貸倒引当金繰入額 18,963 72,477

その他 2,145,638 2,370,794

販売費及び一般管理費合計 6,748,855 7,759,339

営業利益 400,594 75,512

営業外収益

物流業務受託収入 31,323 26,960

受取事務手数料 48,078 54,461

協賛金収入 73,526 75,253

その他 60,643 91,857

営業外収益合計 213,572 248,533

営業外費用

物流業務受託収入原価 38,605 31,724

催事等振替原価 32,377 34,098

その他 44,196 32,977

営業外費用合計 115,179 98,799

経常利益 498,986 225,246

特別利益

投資有価証券売却益 － 8,850

特別利益合計 － 8,850

特別損失

固定資産売却損 2,702 668

固定資産除却損 － 5,879

減損損失 － 28,995

特別損失合計 2,702 35,543

税金等調整前四半期純利益 496,284 198,552

法人税、住民税及び事業税 200,692 67,729

法人税等調整額 20,784 19,258

法人税等合計 221,477 86,988

少数株主損益調整前四半期純利益 274,806 111,564

四半期純利益 274,806 111,564
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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：千円)

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 274,806 111,564

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,819 102,961

為替換算調整勘定 10,725 27,594

その他の包括利益合計 4,906 130,556

四半期包括利益 279,712 242,121

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 279,712 242,121

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）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)

減価償却費 135,790千円 149,901千円
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(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

(千円)
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６月27日
定時株主総会

普通株式 46,548 12 平成24年３月31日 平成24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。

　

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

(千円)
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６月26日
定時株主総会

普通株式 46,548 12 平成25年３月31日 平成25年６月27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:千円）

 報告セグメント

合計
 食材卸売事業 食材製造事業 不動産賃貸事業

売上高     

　　外部顧客への売上高 39,167,756 3,112,595 9,214 42,289,566

　　セグメント間の内部売上高
　　又は振替高

24,554 ─ 105,836 130,390

計 39,192,310 3,112,595 115,050 42,419,956

セグメント利益 756,986 259,008 90,623 1,106,618
 

　

２.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び

　　 当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位:千円）

利　　益 金　　額

　報告セグメント計 1,106,618

　セグメント間取引消去 9,997

　全社費用（注） △716,021

　四半期連結損益計算書の営業利益 400,594
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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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:千円）

 報告セグメント

合計
 食材卸売事業 食材製造事業 不動産賃貸事業

売上高     

　　外部顧客への売上高 43,573,480 3,583,573 9,023 47,166,078

　　セグメント間の内部売上高
　　又は振替高

23,642 ─ 106,157 129,800

計 43,597,123 3,583,573 115,181 47,295,878

セグメント利益 352,481 305,830 88,755 747,066
 

　

２.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び

　　 当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位:千円）

利　　益 金　　額

　報告セグメント計 747,066

　セグメント間取引消去 11,219

　全社費用（注） △682,772

　四半期連結損益計算書の営業利益 75,512
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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(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 70円84銭 28円76銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 274,806 111,564

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 274,806 111,564

    普通株式の期中平均株式数(株) 3,879,022 3,879,019
 

（注）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をしておりません。

　

　

（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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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   千   葉   達   也   印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   井   尾   　　　稔   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月13日

株式会社　久世

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」に掲げられている株

式会社久世の平成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、株式会社久世及び連結子会社の平成25年12
月31日現在の財政状態及び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。
　
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。
 

　

EDINET提出書類

株式会社久世(E02938)

四半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

