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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年9月期第1四半期 165,663 △2.8 2,632 8.6 2,743 11.8 1,206 △33.8

21年9月期第1四半期 170,377 ― 2,424 ― 2,453 ― 1,822 ―

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9月期第1四半期 93.99 93.99
21年9月期第1四半期 142.06 141.98

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9月期第1四半期 219,738 54,798 24.9 4,269.03
21年9月期 174,596 54,216 31.1 4,223.76

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  54,798百万円 21年9月期  54,215百万円

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9月期 ― 30.00 ― 32.00 62.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

32.00 ― 32.00 64.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

296,100 △1.5 2,650 7.4 2,920 22.1 1,530 11.4 119.20

通期 614,000 △1.3 5,470 10.5 6,000 17.6 3,260 △9.1 253.98
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結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
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲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および合理的であると判断する一定の前提にもとづいてお
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。なお、上記予想に関する事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 13,032,690株 21年9月期  13,032,690株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  196,482株 21年9月期  196,882株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 12,835,964株 21年9月期第1四半期 12,829,057株
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 当第１四半期連結累計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、一部に景気の持

ち直し傾向があるものの、企業業績の回復までには至らず、雇用情勢の悪化や個人所得の減少などにより、引き

続き厳しい経営環境が続いております。 

 食品流通業界でも、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向から、企業の価格競争が続くなど、依然厳

しい状況で推移しております。 

このような状況下、当社グループはスーパー等の組織小売業との取引拡大を進めたものの、前期に実施した卸

売子会社の売却、酒類卸売業との取引減少ならびにギフト商戦の苦戦などにより、当第１四半期連結累計期間の

売上高は、前年同期比較2.8％（47億14百万円）減少の1,656億63百万円となりました。 

営業利益は、売上高減少による売上総利益の減少があったものの、売上総利益率の改善、コストマネジメント

の推進ならびに前期に開設した一括物流センターの収益改善などにより、前年同期比較8.6%（２億８百万円）増

加の26億32百万円となりました。 

   経常利益は、営業利益の増加により、前年同期比較11.8％（２億89百万円）増加の27億43百万円となりまし 

  た。 

 四半期純利益は、投資有価証券の減損などによる特別損失が発生したことに加え、前年同期において、投資有

価証券売却による特別利益を計上しているため、前年同期比較33.8%（６億16百万円）減少の12億６百万円となり

ました。 

  

  （１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は2,197億円38百万円となり、前連結会計年度末と比べ451億円41

百万円の増加となりました。主な要因は、年末時期の季節要因および休日要因により売上債権が302億11百万円増

加したことなどによるものです。 

 負債は、1,649億39百万円となり、前連結会計年度末と比べ445億59百万円の増加となりました。主な要因は、

資産の増加と同様の要因により、仕入債務が429億51百万円増加したことなどによるものです。 

 純資産は、547億98百万円となり、前連結会計年度末と比べ、５億81百万円の増加となりました。主な要因は、

利益剰余金７億95百万円の増加およびその他有価証券評価差額金２億14百万円減少したことなどによるもので

す。 

  （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の残高は268億８百万円となり、前連結会計年度末に

比べ74億17百万円の増加となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、73億91百万円の収入となりました。主な資金増加要因は、税金等調整

前四半期純利益21億38百万円および仕入債務の増加429億51百万円などによるものであり、資金減少要因は、売上

債権の増加302億11百万円およびたな卸資産の増加66億11百万円などによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、４億57百万円の収入となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、４億30百万円の支出となりました。主な資金減少要因は、配当金の支

払額４億10百万円などによるものです。 

  

平成21年11月12日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

  固定資産の年度中の取得、売却および除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算にも

とづく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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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５．四半期連結財務諸表 
（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21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,008 10,690

受取手形及び売掛金 101,317 71,105

有価証券 12,800 8,700

商品及び製品 17,133 10,521

その他 22,794 20,567

貸倒引当金 △543 △494

流動資産合計 167,509 121,091

固定資産   

有形固定資産 27,017 27,371

無形固定資産   

のれん 6 7

その他 1,013 947

無形固定資産合計 1,020 955

投資その他の資産   

投資有価証券 14,531 15,429

その他 10,369 10,459

貸倒引当金 △710 △709

投資その他の資産合計 24,190 25,178

固定資産合計 52,228 53,505

資産合計 219,738 174,596

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 150,645 107,694

未払法人税等 724 862

賞与引当金 432 1,094

役員賞与引当金 16 51

その他 10,223 7,579

流動負債合計 162,042 117,282

固定負債   

退職給付引当金 289 284

役員退職慰労引当金 7 7

設備休止損失引当金 23 24

その他 2,576 2,781

固定負債合計 2,896 3,097

負債合計 164,939 120,379
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,923 4,923

資本剰余金 7,163 7,163

利益剰余金 42,527 41,732

自己株式 △590 △591

株主資本合計 54,024 53,227

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 773 987

評価・換算差額等合計 773 987

新株予約権 － 1

純資産合計 54,798 54,216

負債純資産合計 219,738 174,596
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 170,377 165,663

売上原価 152,167 147,554

売上総利益 18,210 18,108

販売費及び一般管理費 15,786 15,476

営業利益 2,424 2,632

営業外収益   

受取利息 46 33

受取配当金 107 106

不動産賃貸料 98 128

その他 29 23

営業外収益合計 282 291

営業外費用   

支払利息 8 12

不動産賃貸費用 60 72

持分法による投資損失 173 92

その他 10 3

営業外費用合計 252 181

経常利益 2,453 2,743

特別利益   

投資有価証券売却益 967 －

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 0

特別利益合計 969 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 445

固定資産除却損 3 125

その他 － 33

特別損失合計 3 604

税金等調整前四半期純利益 3,419 2,138

法人税、住民税及び事業税 1,364 713

法人税等調整額 232 218

法人税等合計 1,597 931

四半期純利益 1,822 1,206
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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 3,419 2,138

減価償却費 379 471

持分法による投資損益（△は益） 173 92

投資有価証券売却損益（△は益） △967 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 445

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △639 △662

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 0

受取利息及び受取配当金 △154 △139

支払利息 8 12

固定資産除売却損益（△は益） 2 125

売上債権の増減額（△は増加） △34,485 △30,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,804 △6,611

未収入金の増減額（△は増加） △1,997 △3,097

差入保証金の増減額（△は増加） △68 2

仕入債務の増減額（△は減少） 46,801 42,951

未払金の増減額（△は減少） 2,773 2,396

その他 △144 178

小計 8,339 8,158

利息及び配当金の受取額 139 123

利息の支払額 △9 △12

法人税等の支払額 △1,235 △878

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,232 7,391

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 △1,130 △60

有形固定資産の売却による収入 1 0

無形固定資産の取得による支出 △172 △122

投資有価証券の取得による支出 △31 △42

投資有価証券の売却による収入 2,000 4

その他 △62 678

投資活動によるキャッシュ・フロー 605 457

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △384 △410

その他 △23 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △408 △430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,429 7,417

現金及び現金同等物の期首残高 19,238 19,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,668 26,808
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社および連結子会社は全セグメントの売上高の合計額および営業利益の合計額に占める食料品卸売業の 

割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）  

 当社および連結子会社は在外連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）および  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）  

 当社および連結子会社は海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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 ①商品分類別売上高  

（単位：百万円、％）

 （注）発泡酒およびビール風アルコール飲料（第３のビール）の売上高は「ビール」に含んでおります。 

  

  

 ②業態別売上高 

（単位：百万円、％）

６．その他の情報

 商  品  分  類 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日）  

当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日）  

金  額 構成比 金  額  構成比

ビール 35,491 20.8  36,831 22.3

和洋酒 25,334 14.9  26,011 15.7

調味料・缶詰 28,911 17.0  26,561 16.0

嗜好・飲料 30,116 17.7  28,550 17.2

麺・乾物 14,072 8.3  13,265 8.0

冷凍・チルド 7,840 4.6  7,435 4.5

ギフト 22,884 13.4  21,167 12.8

その他 5,725 3.3  5,839 3.5

合  計 170,377 100.0  165,663 100.0

業  態 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日）  

当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日）  

金  額 構成比 金  額 構成比

卸売業 30,658 18.0  28,017 16.9

百貨店 13,817 8.1  11,947 7.2

スーパー 91,254 53.6  92,621 55.9

CVS・ミニスーパー 19,328 11.3  18,922 11.4

その他小売業 8,253 4.9  7,193 4.4

メーカー他 7,065 4.1  6,960 4.2

合  計 170,377 100.0  165,663 100.0
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