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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 23,044 12.7 36 215.5 105 20.9 △15 ―

22年3月期第2四半期 20,442 △3.7 11 ― 86 215.9 45 307.2

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2四半期 △3.97 ―

22年3月期第2四半期 11.70 ―

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2四半期 14,561 3,821 26.2 985.24
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2四半期  3,821百万円 22年3月期  3,905百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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

通期 45,400 6.4 200 △26.3 350 △11.3 100 △19.2 25.78



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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の異動の有無となります。 

(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の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 

（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等の変更」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に関する表示 
・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いません。 

※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.**「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q  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2Q  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2Q  3,879,101株 22年3月期2Q  3,879,101株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した 

資料等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月29日（月）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

○添付資料の目次
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善などを背景に持ち直しの動きが

見られるものの、急激に進んだ円高・株安や世界経済の減速による景気の先行き懸念や未だに厳しい雇

用情勢や所得環境に起因する個人消費の低迷が続くなど、依然として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、営業利益の向上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２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は230億44百万円(前年同四半期

比12.7%増)となり、営業利益36百万円(前年同四半期比215.5％増)、経常利益１億5百万円(前年同四半

期比20.9％増)、四半期純損失15百万円(前年同四半期は45百万円の四半期純利益)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)  

 食材卸売事業におきましては、引き続き首都圏エリアへの積極的な営業強化を進め、またトータルコ

ストの削減に繋がる物流効率に努めてまいりました。一方昨年７月より取り扱いを開始いたしました生

鮮野菜の販売は、今夏の異常気象の影響による仕入価格の高騰と業務効率の改善遅れで大変厳しい結果

となりました。このような結果、売上高は216億92百万円、セグメント利益２億76百万円となりまし

た。 

 (食材製造事業) 

 (不動産賃貸事業) 

  

(資産） 

当第２四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、９億９百万円増加し112億14百万円になりました。これは主として現金及び預金が７億48百万

円、受取手形及び売掛金が82百万円増加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、８百万円減少し、33億46百万円となりました。これは主として有形固定資産が45百万円増

加し、無形固定資産が22百万円、投資その他の資産が32百万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９億１百万円増加し、145億61百万円となりました。 

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、引き続き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が、全般的に商品の販

売が伸び悩み、売上高は13億61百万円、セグメント利益79百万円となりました。

 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71百万円、セグメント利益53百万円となりました。

(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９億84百万円増加し、107億39百万円となりまし

た。これは主として支払手形及び買掛金が８億13百万円、固定負債のその他が98百万円増加したこと

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83百万円減少し、38億21百万円となりました。こ

れは主として利益剰余金が61百万円、その他有価証券評価差額金が21百万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26.2%となりました。 

  

当第２四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７億23百万円増加し、31億87百万円となりました。 

当第２四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２億５百万円増加し、７億81百万

円の収入となりました。これは仕入債務の増加額が８億36百万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85百万円増加し、69百万円の支出

となりました。これは有形固定資産の取得による支出が39百万円、定期預金の預入による支出が15百

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１億58百万円増加し、６百万円の

支出となりました。これは長期借入れによる収入が３億円、長期借入金の返済による支出が２億38百

万円であったことが主たる要因であります。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を

勘案し、業績予想の修正をしております。詳細につきましては、平成22年11月11日に公表いたしまし

た「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 （ 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 

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、営業利益、経常利益はそれぞれ2,208千円、税金等調整前四半期純利益は

41,200千円減少しております。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。 

  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特有の会計処理の適用の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

    「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２四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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,555,806 2,807,797

受取手形及び売掛金 5,603,110 5,520,603

商品及び製品 1,312,817 1,282,599

原材料及び貯蔵品 110,326 106,740

その他 675,951 620,695

貸倒引当金 △43,286 △33,683

流動資産合計 11,214,727 10,304,752

固定資産

有形固定資産 1,911,163 1,865,249

無形固定資産 154,508 177,084

投資その他の資産

その他 1,342,638 1,437,522

貸倒引当金 △61,667 △124,487

投資その他の資産合計 1,280,971 1,313,034

固定資産合計 3,346,643 3,355,367

資産合計 14,561,370 13,660,120

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,622,045 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 793,164 778,500

未払法人税等 106,353 122,570

賞与引当金 147,180 163,296

その他 796,502 743,975

流動負債合計 9,505,244 8,656,749

固定負債

社債 140,000 160,000

長期借入金 487,836 440,500

退職給付引当金 282,704 280,702

役員退職慰労引当金 179,575 171,575

その他 144,164 45,281

固定負債合計 1,234,280 1,098,058

負債合計 10,739,524 9,754,807
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,220,177 3,282,107

自己株式 △1,687 △1,687

株主資本合計 3,812,639 3,874,569

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,206 30,742

評価・換算差額等合計 9,206 30,742

純資産合計 3,821,846 3,905,312

負債純資産合計 14,561,370 13,660,120
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 20,442,614 23,044,772

売上原価 16,985,971 19,128,372

売上総利益 3,456,643 3,916,399

販売費及び一般管理費

給料 662,076 750,866

賞与引当金繰入額 142,885 135,090

役員退職慰労引当金繰入額 7,300 8,000

運賃 1,578,218 1,877,198

貸倒引当金繰入額 9,317 12,086

その他 1,045,146 1,096,244

販売費及び一般管理費合計 3,444,944 3,879,486

営業利益 11,698 36,912

営業外収益

物流業務受託収入 79,291 79,212

協賛金収入 71,462 68,449

その他 69,200 56,839

営業外収益合計 219,955 204,501

営業外費用

物流業務受託収入原価 86,515 80,842

催事等振替原価 35,500 35,124

その他 22,759 20,443

営業外費用合計 144,775 136,410

経常利益 86,878 105,003

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,048 1,875

特別利益合計 4,048 1,875

特別損失

減損損失 2,712 －

固定資産除却損 153 193

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 2,865 39,186

税金等調整前四半期純利益 88,061 67,693

法人税、住民税及び事業税 47,307 103,829

法人税等調整額 △4,631 △20,755

法人税等合計 42,675 83,074

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △15,381

四半期純利益又は四半期純損失（△） 45,385 △15,381
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 88,061 67,693

減価償却費 109,287 96,468

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 153 193

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,796 10,118

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,997 △17,666

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,012 2,001

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,745 8,000

受取利息及び受取配当金 △5,865 △5,379

支払利息 11,458 11,326

売上債権の増減額（△は増加） △176,697 △77,745

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,466 △30,722

その他の資産の増減額（△は増加） 10,513 △50,241

仕入債務の増減額（△は減少） 761,036 836,811

その他の負債の増減額（△は減少） △8,318 17,543

小計 679,833 907,394

利息及び配当金の受取額 622 1,713

利息の支払額 △11,299 △12,087

法人税等の支払額 △93,496 △115,461

営業活動によるキャッシュ・フロー 575,660 781,558

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 △15,481 △15,277

有形固定資産の取得による支出 △69,344 △39,755

無形固定資産の取得による支出 △20,936 △730

投資有価証券の取得による支出 △4,637 △4,776

貸付けによる支出 △6,000 △1,100

貸付金の回収による収入 7,202 1,332

その他投資等の取得等による支出 △48,776 △14,813

その他投資等の解約等による収入 2,690 5,772

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,283 △69,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 100,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △218,000 △238,000

社債の償還による支出 － △20,000

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 △1,278 △2,585

配当金の支払額 △46,322 △46,257

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,635 △6,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 254,742 705,366

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 2,741,959 3,187,437
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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存在する連結子会社及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。 

  

(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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

19,080,321 1,359,900 2,393 20,442,614 ― 20,442,614

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,810 ─ 70,197 86,008 (86,008) ―

計 19,096,132 1,359,900 72,590 20,528,623 （86,008) 20,442,614

営業利益 290,171 65,405 48,001 403,578 (391,879) 11,698

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

 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。 

  

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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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 21,682,146 1,361,599 1,026 23,044,772

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

9,937 ─ 70,197 80,134

計 21,692,083 1,361,599 71,224 23,124,907

セグメント利益 276,211 79,107 53,495 408,814

利  益 金  額

 報告セグメント計 408,814

 セグメント間取引消去 6,331

 全社費用（注） △378,232

 四半期連結損益計算書の営業損失 36,912

(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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)
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