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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 11,183 12.7 △34 ― △10 ― △53 ―

22年3月期第1四半期 9,924 △7.5 △43 ― △23 ― △17 ―

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

23年3月期第1四半期 △13 68 ―

22年3月期第1四半期 △4 57 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 13,518 3,790 28.0 977 17

22年3月期 13,660 3,905 28.6 1,006 76

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 3,790百万円 22年3月期 3,905百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 0 00 ― 12 00 12 00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 0 00 ― 12 00 12 00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 22,100 8.1 90 669.3 160 84.2 50 10.2 12 89

通期 45,400 6.4 360 32.7 470 19.2 230 85.7 59 29



 

 
 （注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に 

    係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

 ※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (          ) 、除外 ─社(          )  

   （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社異動の有無になります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

  （注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期  1Ｑ 3,882,500株 22年3月期 3,882,500株

② 期末自己株式数 23年3月期 1Ｑ 3,399株 22年3月期 3,399株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期 1Ｑ 3,879,101株 22年3月期 1Ｑ 3,879,101株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、中国をはじめとする海外の景気回復に伴う輸出

拡大などにより景気は若干持ち直してきているものの、雇用環境の悪化や低迷する個人消費など、厳し

い状況が続いております。  

 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、低価格志向は依然と強く厳しい環境は続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは前連結会計年度より開始いたしました「第一次Ｃ＆Ｇ経営計

画」の２年目として首都圏No.1、顧客満足度No.1を主眼に「頼れる食のパートナー」を掲げ、お客様に

真に必要とされる企業となるべく、営業利益の確保と拡大を活動方針に事業活動に取り組んでまいりま

した。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は111億83百万円(前年同四半期

比12.7%増)となり、営業損失34百万円(前年同四半期43百万円の営業損失)、経常損失10百万円(前年同

四半期23百万円の経常損失)、四半期純損失53百万円(前年同四半期17百万円の四半期純損失)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)  

 食材卸売事業におきましては、首都圏エリアへの積極的な営業強化により、売上高は計画に対し概ね

順調に推移いたしましたが、販売費が増加いたしました。このような結果、売上高は104億91百万円、

セグメント利益72百万円となりました。 

 (食材製造事業) 

 (不動産賃貸事業) 

  

(資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、流動資産が前連結会計年度末に比

べ、１億37百万円減少し101億67百万円になりました。これは主として現金及び預金が１億12百万円

増加し、受取手形及び売掛金が２億14百万円減少したことによるものです。また、固定資産は前連結

会計年度末に比べ、4百万円減少し、33億50百万円となりました。これは主として有形固定資産が29

百万円増加し、無形固定資産が11百万円、投資その他の資産が22百万円減少したことによるもので

す。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１億41百万円減少し、135億18百万円となりまし

た。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

 食材製造事業におきましては、自社ブランド商品の販売強化、ユーザーブランド商品の開発・販売を

中心に取り組んでまいりましたが、全般的に商品の販売は伸び悩みました。また、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６億97百万円、セグメント利益

56百万円となりました。

 不動産賃貸事業におきましては、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35百万円、セグメント利益27百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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(負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、97億27百万円となりました。これ

は主として流動負債のその他が１億99百万円増加し、賞与引当金が70百万円、支払手形及び買掛金が

67百万円、借入金が１億11百万円減少したことによるものです。 

(純資産) 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億14百万円減少し、37億90百万円となりまし

た。これは主として利益剰余金が99百万円、その他有価証券評価差額金が15百万円減少したことによ

るものです。この結果、自己資本比率は28.0%となりました。 

  

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、前連結会計

年度末と比較して１億4百万円増加し、25億69百万円となりました。 

当第１四半期連結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・フローは、前年同四半期と比較して70百万円減少し、２億70百万円の

収入となりました。これは売上債権の減少額が２億20百万円であったことが主たる要因であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して14百万円増加し、25百万円の支出

となりました。これは有形固定資産の取得による支出が８百万円、定期預金の預入による支出が７百

万円であったことが主たる要因であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して15百万円減少し、１億58百万円の

支出となりました。これは長期借入金の返済による支出が１億11百万円であったことが主たる要因で

あります。 

  

平成23年3月期の通期業績予想につきましては、平成22年5月18日付で開示いたしました「平成22年

３月期決算短信」に変更はありません。 

  

 （ キャッシュ・フローの状況の分析）

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

  ① 会計処理基準に関する事項の変更 

  資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  ② 表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書） 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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

    当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18 

      号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準 

   適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。

    これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ1,104千円、税金等調整前四半期純損失は40, 

   096千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 

   65,945千円であります。

    「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく 

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 

   21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株 

   主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。   
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,920,137 2,807,797

受取手形及び売掛金 5,306,222 5,520,603

商品及び製品 1,328,412 1,282,599

原材料及び貯蔵品 102,592 106,740

繰延税金資産 148,056 114,863

その他 401,820 505,831

貸倒引当金 △39,964 △33,683

流動資産合計 10,167,278 10,304,752

固定資産

有形固定資産 1,894,984 1,865,249

無形固定資産 165,443 177,084

投資その他の資産

その他 1,351,425 1,437,522

貸倒引当金 △61,002 △124,487

投資その他の資産合計 1,290,423 1,313,034

固定資産合計 3,350,852 3,355,367

資産合計 13,518,130 13,660,120

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,741,345 6,808,406

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 731,000 778,500

未払法人税等 56,050 122,570

賞与引当金 92,864 163,296

その他 943,963 743,975

流動負債合計 8,605,224 8,656,749

固定負債

社債 160,000 160,000

長期借入金 376,500 440,500

退職給付引当金 282,340 280,702

役員退職慰労引当金 175,275 171,575

その他 128,263 45,281

固定負債合計 1,122,379 1,098,058

負債合計 9,727,603 9,754,807
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

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 3,182,490 3,282,107

自己株式 △1,687 △1,687

株主資本合計 3,774,952 3,874,569

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,573 30,742

評価・換算差額等合計 15,573 30,742

純資産合計 3,790,526 3,905,312

負債純資産合計 13,518,130 13,660,120
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 9,924,895 11,183,742

売上原価 8,284,854 9,301,462

売上総利益 1,640,041 1,882,280

販売費及び一般管理費

給料 330,613 369,327

賞与引当金繰入額 79,313 81,360

役員退職慰労引当金繰入額 3,600 3,700

運賃 774,531 919,190

貸倒引当金繰入額 1,671 7,267

その他 494,028 536,238

販売費及び一般管理費合計 1,683,758 1,917,083

営業損失（△） △43,717 △34,802

営業外収益

物流業務受託収入 37,809 39,314

その他 36,076 35,557

営業外収益合計 73,885 74,872

営業外費用

物流業務受託収入原価 42,537 40,765

その他 11,592 10,118

営業外費用合計 54,129 50,884

経常損失（△） △23,961 △10,814

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,189 1,043

特別利益合計 1,189 1,043

特別損失

減損損失 2,712 －

固定資産除却損 63 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,992

特別損失合計 2,775 38,992

税金等調整前四半期純損失（△） △25,547 △48,763

法人税、住民税及び事業税 27,406 56,649

法人税等調整額 △35,217 △52,345

法人税等合計 △7,811 4,304

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △53,067

四半期純損失（△） △17,735 △53,067
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △25,547 △48,763

減価償却費 57,299 47,549

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,992

減損損失 2,712 －

固定資産除却損 63 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △383 6,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,404 △71,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,195 1,638

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600 3,700

受取利息及び受取配当金 △3,470 △3,059

支払利息 5,853 5,473

売上債権の増減額（△は増加） 46,076 220,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,473 △38,582

その他の資産の増減額（△は増加） 140,659 108,293

仕入債務の増減額（△は減少） 179,907 △43,887

その他の負債の増減額（△は減少） 117,420 164,349

小計 435,509 390,662

利息及び配当金の受取額 3,470 828

利息の支払額 △5,396 △5,252

法人税等の支払額 △92,388 △115,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 341,194 270,854

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 △7,766 △7,614

有形固定資産の取得による支出 △16,286 △8,550

無形固定資産の取得による支出 △10,136 －

投資有価証券の取得による支出 △2,169 △2,201

貸付けによる支出 － △1,000

貸付金の回収による収入 3,492 564

その他投資等の取得等による支出 △7,520 △6,317

その他投資等の解約等による収入 476 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,911 △25,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △96,500 △111,500

自己株式の取得による支出 △35 －

リース債務の返済による支出 △639 △745

配当金の支払額 △46,570 △46,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,744 △158,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 157,537 86,930

現金及び現金同等物の期首残高 2,487,217 2,464,275

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 17,795

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,644,755 2,569,001
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該当事項はありません。 

  

 
(注) 1 事業区分の方法 

  事業形態別に、食材卸売業、食材製造業、不動産賃貸業に区分しております。 

2 各事業区分に属する主な商品または事業内容 

 （1）食材卸売業   外食産業等に対する食材等の販売（業務用冷凍食品、冷蔵食品、生鮮食品、その他 

            全般） 

 （2）食材製造業   外食産業等に対する食材の製造・販売（業務用スープ、ソース等） 

 （3）不動産賃貸業  不動産の賃貸 

  

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な海外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

（追加情報） 

   当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年 

  ３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20 

  年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

    当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源 

  の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社は、外食産業向け食材等の卸売および業務用スープ、ソース等の製造販売を主な事業内容とし、さらに連結 

  子会社対象に不動産賃貸を行っております。 

   従いまして、当社は事業形態別セグメントから構成されており、「食材卸売事業」、「食材製造事業」、「不動 

  産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしております。 

(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】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

食材卸売業
(千円)

食材製造業
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,253,197 669,871 1,826 9,924,895 ― 9,924,895

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,047 ─ 35,098 42,146 (42,146) ―

計 9,260,245 669,871 36,925 9,967,042 (42,146) 9,924,895

営業利益又は営業損失(△) 95,112 24,831 22,859 142,802 (186,520) △43,717

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)
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２.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 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

（単位:千円）

 
３.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）

 
（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。 

  

   該当事項はありません。 

  

食材卸売事業 食材製造事業 不動産賃貸事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 10,486,107 697,109 526 11,183,742

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

5,597 ─ 35,098 40,696

計 10,491,704 697,109 35,625 11,224,439

セグメント利益 72,084 56,655 27,942 156,682

利  益 金  額

 報告セグメント計 156,682

 セグメント間取引消去 2,621

 全社費用（注） △194,106

 四半期連結損益計算書の営業損失 △34,802

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)
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