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

23年3月期第3四半期 36,061 12.5 235 60.4 322 34.5 102 △23.0

22年3月期第3四半期 32,059 △1.6 146 10.8 239 16.0 133 17.8

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3四半期 26.50 ―

22年3月期第3四半期 34.42 ―

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3四半期 17,859 3,936 22.0 1,014.73
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3四半期  3,936百万円 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  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

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「連結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」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3Q  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3Q  3,478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3Q  3,879,086株 22年3月期3Q  3,879,101株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の影響により輸出型企業を中心に企業

収益は緩やかな回復基調が続いたものの、その後の急激な円高・株安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３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は360億61百万円(前年同四半期

比12.5%増)となり、営業利益２億35百万円(前年同四半期比60.4％増)、経常利益３億22百万円(前年同

四半期比34.5％増)、四半期純利益１億2百万円(前年同四半期比23.0％減）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。また前期より連結子会社で取り扱いを開始いたし

ました生鮮野菜の販売は、業務効率の改善に取り組み、収益の向上に努めてまいりました。このような

結果、売上高は337億96百万円、セグメント利益５億６百万円となりました。 

 (食材製造事業) 

 (不動産賃貸事業) 

  

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22億79百万円、セグメント利益２億14百万円となりました。

 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１億７百万円、セグメント利益83百万円となりました。
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(資産） 

当第３四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、42億30百万円増加し145億35百万円になりました。これは主として現金及び預金が20億50百万

円、受取手形及び売掛金が15億20百万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、31百万円減少し、33億23百万円となりました。これは主として有形固定資産が23百万

円増加し、無形固定資産が33百万円、投資その他の資産が21百万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41億98百万円増加し、178億59百万円となりました。 

(負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ41億68百万円増加し、139億22百万円となりまし

た。これは主として支払手形及び買掛金が39億51百万円、流動負債のその他が２億76百万円増加した

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30百万円増加し、39億36百万円となりました。こ

れは主として利益剰余金が56百万円増加し、その他有価証券評価差額金が25百万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22.0%となりました。 

  

当第３四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20億18百万円増加し、44億82百万円となりました。 

当第３四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６億75百万円増加し、21億99百万

円の収入となりました。これは仕入債務の増加額が39億74百万円、売上債権の増加額が15億32百万

円、たな卸資産の増加額が６億94百万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１億18百万円増加し、97百万円の

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51百万円、定期預金の預入による支出が

22百万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１億43百万円減少し、１億１百万

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３億

29百万円、配当金の支払額が46百万円であったことが主たる要因であります。 

  

平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、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」の数値に変更はございません。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

 （ 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3,312千円、税金等調整前四半期純利益は

42,304千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） 

「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３四半期連結累計期間では、「少数株

主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

  

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,858,605 2,807,797

受取手形及び売掛金 7,041,469 5,520,603

商品及び製品 1,972,358 1,282,599

原材料及び貯蔵品 114,352 106,740

その他 588,533 620,695

貸倒引当金 △40,159 △33,683

流動資産合計 14,535,159 10,304,752

固定資産

有形固定資産 1,888,423 1,865,249

無形固定資産 143,617 177,084

投資その他の資産

その他 1,369,454 1,437,522

貸倒引当金 △77,566 △124,487

投資その他の資産合計 1,291,887 1,313,034

固定資産合計 3,323,928 3,355,367

資産合計 17,859,088 13,660,120

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,759,824 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 736,164 778,500

未払法人税等 74,149 122,570

賞与引当金 91,314 163,296

その他 1,020,073 743,975

流動負債合計 12,721,525 8,656,749

固定負債

社債 140,000 160,000

長期借入金 453,336 440,500

退職給付引当金 283,334 280,702

役員退職慰労引当金 182,975 171,575

その他 141,759 45,281

固定負債合計 1,201,405 1,098,058

負債合計 13,922,930 9,754,807

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 3,338,364 3,282,107

自己株式 △1,722 △1,687

株主資本合計 3,930,791 3,874,569

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,366 30,742

評価・換算差額等合計 5,366 30,742

純資産合計 3,936,157 3,905,312

負債純資産合計 17,859,088 13,660,120
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 32,059,390 36,061,802

売上原価 26,661,569 29,926,128

売上総利益 5,397,820 6,135,673

販売費及び一般管理費

給料 1,000,443 1,145,768

賞与引当金繰入額 79,365 81,360

役員退職慰労引当金繰入額 10,800 11,400

運賃 2,446,005 2,854,649

貸倒引当金繰入額 16,131 26,713

その他 1,698,374 1,780,447

販売費及び一般管理費合計 5,251,119 5,900,340

営業利益 146,700 235,333

営業外収益

物流業務受託収入 119,489 115,423

協賛金収入 71,517 68,399

その他 99,412 83,661

営業外収益合計 290,419 267,483

営業外費用

物流業務受託収入原価 128,171 115,122

催事等振替原価 35,500 35,124

その他 33,951 30,557

営業外費用合計 197,624 180,803

経常利益 239,496 322,013

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,303 2,932

特別利益合計 5,303 2,932

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 241,934 285,759

法人税、住民税及び事業税 83,685 173,184

法人税等調整額 24,731 9,768

法人税等合計 108,416 182,953

少数株主損益調整前四半期純利益 － 102,806

四半期純利益 133,517 102,806
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 241,934 285,759

減価償却費 154,107 147,235

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） △10,278 22,890

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,149 △73,532

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,055 2,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,245 11,400

受取利息及び受取配当金 △8,511 △7,316

支払利息 16,785 16,673

売上債権の増減額（△は増加） △1,661,730 △1,532,018

たな卸資産の増減額（△は増加） △688,885 △694,288

その他の資産の増減額（△は増加） △143,369 △2,625

仕入債務の増減額（△は減少） 3,622,474 3,974,591

その他の負債の増減額（△は減少） 219,494 242,587

小計 1,715,035 2,433,175

利息及び配当金の受取額 1,930 2,302

利息の支払額 △16,898 △15,960

法人税等の支払額 △176,452 △220,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,523,615 2,199,431

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 △23,330 △22,927

有形固定資産の取得による支出 △118,673 △51,720

無形固定資産の取得による支出 △20,936 △1,430

投資有価証券の取得による支出 △6,812 △6,946

貸付けによる支出 △58,400 △1,100

貸付金の回収による収入 11,219 2,198

その他投資等の取得等による支出 △55,999 △21,531

その他投資等の解約等による収入 56,735 5,772

投資活動によるキャッシュ・フロー △216,198 △97,685

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 400,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △309,500 △329,500

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 △35

リース債務の返済による支出 △1,917 △5,437

配当金の支払額 △46,399 △46,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 42,147 △101,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,349,565 2,000,515

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 3,836,783 4,482,586
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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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

29,891,527 2,164,703 3,159 32,059,390 ― 32,059,390

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

24,956 ─ 105,296 130,252 （130,252） ―

計 29,916,483 2,164,703 108,456 32,189,643 （130,252） 32,059,390

営業利益 491,273 157,844 78,503 727,621 （580,920） 146,700

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 33,779,975 2,279,366 2,460 36,061,802

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

16,892 ─ 105,296 122,188

計 33,796,867 2,279,366 107,757 36,183,991

セグメント利益 506,380 214,641 83,698 804,720

利  益 金  額

 報告セグメント計 804,720

 セグメント間取引消去 10,204

 全社費用（注） △579,590

 四半期連結損益計算書の営業利益 235,333

(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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)
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