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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 11,841 5.9 △111 ― △72 ― △20 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △20百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △68百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △5.37 ―

23年3月期第1四半期 △13.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 14,309 3,837 26.8
23年3月期 13,856 3,904 28.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,837百万円 23年3月期  3,904百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 22,500 △2.4 △65 ― △25 ― △95 ― △24.49

通期 47,000 0.5 300 30.1 360 5.2 100 24.0 25.78



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 3,882,500 株 23年3月期 3,882,500 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,478 株 23年3月期 3,478 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,879,022 株 23年3月期1Q 3,879,101 株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、穏やかな景気回復の兆候が見られたものの、企

業を取り巻く経営環境や雇用状況、それに伴う個人消費などにつきましては依然として厳しい状況で推

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、さらに東日本大震災以降の自粛ムードと福島原子力発電所事故による電力

供給不足や放射能汚染の影響もあり一層厳しさを増しております。 

 このような状況のもと、当社グループは「第一次Ｃ＆Ｇ経営計画」の 終年度として首都圏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諸

施策を打ち、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１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は118億41百万円(前年同四半期

比5.9%増)となり、営業損失１億11百万円(前年同四半期34百万円の営業損失)、経常損失72百万円(前年

同四半期10百万円の経常損失)、四半期純損失20百万円(前年同四半期53百万円の四半期純損失)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)  

 当セグメントにおきましては、引き続き首都圏エリアで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。また生鮮野菜の販売では、業務改善の取り組みに

よる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111億34百万円と前年同四半期と比

べ６億42百万円（6.1％）の増収、セグメント利益（営業利益）は76百万円と前年同四半期と比べ４百

万円（6.6％）の増益となりました。 

  

 (食材製造事業) 

  

 (不動産賃貸事業) 

  

１．当四半期決算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

 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、ユーザーブランド商品の開

発・販売に努め、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７億11百万円と前年同四半期と比べ14百万円（2.0％）の増収となりましたが、セグメン

ト利益（営業利益）は2百万円と前年同四半期と比べ54百万円（△95.4％）の減益となりました。

 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38百万円と前年同四半期と比べ2百万円（7.3％）の増収、セグメント利益（営業利益）は30百万円

と前年同四半期と比べ２百万円（9.2％）の増益となりました。
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当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億53百万円増加し、143億9百万

円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が５億51百万円、商品及び製品が１億66百万円

増加し、現金及び預金が３億91百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ５億20百万円増加し、104億71百万

円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が５億48百万円増加したことによるものです。

当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、38億37百万円と

なりました。これは主として利益剰余金が67百万円減少したことによるものです。この結果、自己資

本比率は前会計年度末の28.2％から26.8％となりました。 

  

連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後の様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。現時点での連結業績予想につきましては、平成23年５月

17日に公表いたしました連結業績予想に修正はありません。 

  

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

㈱久世（2708）　平成24年３月期第１四半期決算短信

4



３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,125,516 2,734,243

受取手形及び売掛金 5,188,080 5,739,664

商品及び製品 1,489,992 1,656,306

原材料及び貯蔵品 158,610 154,157

その他 633,749 815,314

貸倒引当金 △38,428 △45,573

流動資産合計 10,557,521 11,054,112

固定資産

有形固定資産 1,849,642 1,828,989

無形固定資産 132,831 115,159

投資その他の資産

その他 1,379,700 1,373,951

貸倒引当金 △63,607 △62,786

投資その他の資産合計 1,316,092 1,311,164

固定資産合計 3,298,566 3,255,313

資産合計 13,856,087 14,309,425

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,900,614 7,449,362

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 421,321 399,106

未払法人税等 136,171 2,241

賞与引当金 152,915 95,108

その他 759,242 980,290

流動負債合計 8,410,264 8,966,109

固定負債

社債 120,000 120,000

長期借入金 810,847 821,563

退職給付引当金 286,570 133,609

役員退職慰労引当金 184,609 189,009

その他 138,853 241,683

固定負債合計 1,540,880 1,505,864

負債合計 9,951,144 10,471,974
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 3,316,214 3,248,834

自己株式 △1,722 △1,722

株主資本合計 3,908,641 3,841,261

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,698 △3,810

その他の包括利益累計額合計 △3,698 △3,810

純資産合計 3,904,943 3,837,451

負債純資産合計 13,856,087 14,309,425
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 11,183,742 11,841,792

売上原価 9,301,462 9,936,370

売上総利益 1,882,280 1,905,421

販売費及び一般管理費

給料 369,327 428,722

賞与引当金繰入額 81,360 84,380

役員退職慰労引当金繰入額 3,700 4,400

運賃 919,190 938,224

貸倒引当金繰入額 7,267 6,468

その他 536,238 554,748

販売費及び一般管理費合計 1,917,083 2,016,944

営業損失（△） △34,802 △111,522

営業外収益

物流業務受託収入 39,314 10,299

その他 35,557 52,352

営業外収益合計 74,872 62,651

営業外費用

物流業務受託収入原価 40,765 15,744

その他 10,118 8,309

営業外費用合計 50,884 24,053

経常損失（△） △10,814 △72,924

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,043 －

退職給付制度改定益 － 61,018

特別利益合計 1,043 61,018

特別損失

固定資産除却損 － 6,500

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 38,992 6,500

税金等調整前四半期純損失（△） △48,763 △18,405

法人税、住民税及び事業税 56,649 3,754

法人税等調整額 △52,345 △1,327

法人税等合計 4,304 2,426

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,067 △20,831

四半期純損失（△） △53,067 △20,831
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,067 △20,831

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,168 △112

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 △15,168 △112

四半期包括利益 △68,236 △20,944

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,236 △20,944

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日 

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

（退職給付引当金） 

当社及び一部の国内連結子会社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成23年４月に適格退職年金制度

の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用しております。 

本移行により、特別利益として61,018千円を計上しております。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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） 

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）

 
  

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）

 
（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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（５）セグメント情報等

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
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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）

 
  

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）

 
（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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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 11,127,592 711,267 2,932 11,841,792

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

6,901 ─ 35,278 42,180

計 11,134,494 711,267 38,211 11,883,972

セグメント利益 76,867 2,584 30,517 109,969

利  益 金  額

 報告セグメント計 109,969

 セグメント間取引消去 3,474

 全社費用（注） △224,966

 四半期連結損益計算書の営業損失（△） △111,522

（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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