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   平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況  
   平成19年７月25日

上 場 会 社 名 株式会社ショクブン 上場取引所 東証二部・名証二部 

コ ー ド 番 号 ９９６９ ＵＲＬ  http://www.shokubun.co.jp/ 

代  表  者（役職名） 代表取締役社長 （氏名）伊藤 雄一   

問合せ先責任者（役職名） 取締役経理部長 （氏名）田野 光夫 ＴＥＬ（０５２）７７３－１０１１

    
（百万円未満切捨て） 

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
(1) 連結経営成績                          （％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(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,742 1.6 119 342.8 114 463.9 60 ─
19年３月期第１四半期 2,697 △7.6 26 △75.7 20 △82.4 △35 ─

19年３月期 11,146 ─ 326 ─ 303 ─ 79 ─
 
 １株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 5 74 ─
19年３月期第１四半期 △3 84 ─

19年３月期 8 35 8 31 
 

(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

20年３月期第１四半期 9,741 3,526 36.2 332 53
19年３月期第１四半期 9,977 3,499 35.1 364 21

19年３月期 9,669 3,533 36.5 366 98
  
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

現金及び現金同等物
期  末   残  高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 △22 △440 74 660
19年３月期第１四半期 △143 △122 384 1,402

19年３月期 324 △491 △68 1,049
 
 

２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 平成20年３月期の中間期および通期の連結業績予想につきましては、現時点では、平成19年５月９日の決算

発表時の業績予想からの変更はありません。 

 

３．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動 

    該当事項はありません。 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

 税金費用の算出は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しているほか、その他影響額が僅少な

ものにつき、一部簡便な方法を採用しております。 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

   
 
※  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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【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 

 当第１四半期は、当社の経営の基本である、お客さまサービスを第一に、「健康でおいしい」「安全で安

心」な商品を取り揃え、新規顧客の獲得や既存顧客に向けて、販売促進キャンペーン企画を策定し、実施し

てまいりました。また、献立メニューについては、簡単調理の「カルショク」に１人用を設定し、お台所必

需品の「調味料コーナー」の新設やお米・健康・こだわりの商品紹介などを取り入れるなど内容を充実させ

て、売上の増加を図ってまいりました。 

 利益面では、原材料が通期に亘り安定的に確保出来る仕組みづくりや生産・物流システム、営業システム

などの改善に取り組んでおり、粗利益率の向上、営業利益の増加に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高27億42百万円（前年同期比101.6％）、経常利益１億14百万円

（前年同期比563.9％）、四半期純利益60百万円（前年同期は35百万円の四半期純損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産・負債・純資産等の状況 

 資産の部では、前期末に比べ現金及び預金が２億85百万円減少し、有形固定資産が前期末に比べ３億94百万

円増加したこと等により、資産合計は前期末に比べ71百万円増加の97億41百万円となりました。 

 負債の部では、前期末に比べ買掛金が48百万円、賞与引当金が52百万円それぞれ減少し、長短の借入金が 

１億78百万円増加したこと等により、負債合計は前期末に比べ78百万円増加の62億14百万円となりました。 

純資産の部では、前期末に比べ利益剰余金が16百万円減少し、自己株式が８百万円減少したこと等により、

純資産合計は前期末に比べ６百万円減少の35億26百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比３億88百万円減少し、６億60

百万円になりました。 

 各キャッシュ・フローの状況と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） 

 当第１四半期において営業活動の結果減少した資金は22百万円（前年同期は１億43百万円の減少）になり

ました。これは、主に法人税等の支払48百万円などにより資金が減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において投資活動の結果減少した資金は４億40百万円（前年同期は１億22百万円の減少）に

なりました。これは、主に有形固定資産の取得４億37百万円などにより、資金が減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において財務活動の結果得られた資金は74百万円（前年同期は３億84百万円の増加）になり

ました。これは、主に短期借入による収入２億70百万円があったものの、長期借入金の返済、社債の償還、

配当金の支払等２億４百万円があったことなどによるものであります。 

 

         以 上 
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３．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 当四半期末 

（平成19年３月期 （平成20年３月期

 第１四半期末）  第１四半期末）

増  減 

前期末 

（平成19年３月

期末） 
科 目 

金   額 金   額 金   額 増減率 金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金 1,759,269 1,129,226 △630,043 △35.8 1,414,701

 ２ 売掛金 32,982 44,597 11,615 35.2 39,055

 ３ たな卸資産 122,430 115,070 △7,359 △6.0 111,996

  ４ その他 282,353 177,204 △105,148 △37.2 120,549

    貸倒引当金 △6,400 △122 6,277 ─ △122

  流動資産合計 2,190,635 1,465,976 △724,658 △33.1 1,686,180

Ⅱ 固定資産  

  １ 有形固定資産 6,942,980 7,558,420 615,439 8.9 7,164,291

  ２ 無形固定資産 42,622 59,950 17,328 40.7 51,738

  ３ 投資その他の資産 801,746 657,440 △144,305 △18.0 767,684

  固定資産合計 7,787,348 8,275,811 488,462 6.3 7,983,715

資産合計 9,977,984 9,741,788 △236,195 △2.4 9,669,896

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

  １ 買掛金 436,174 400,732 △35,441 △8.1 449,264

  ２ 短期借入金 1,041,000 1,755,000 714,000 68.6 1,485,000

  ３ 一年以内に償還予定 

    の社債 
244,000 724,000 480,000 196.7 714,000

  ４ 一年以内に返済予定 

    の長期借入金 
750,604 496,198 △254,406 △33.9 518,582

  ５ 賞与引当金 95,500 92,490 △3,010 △3.2 144,700

  ６ その他 490,000 525,421 35,420 7.2 484,985

  流動負債合計 3,057,279 3,993,841 936,562 30.6 3,796,531

Ⅱ 固定負債  

  １ 社債 1,634,000 910,000 △724,000 △44.3 956,000

  ２ 長期借入金 1,747,454 1,297,086 △450,368 △25.8 1,366,304

  ３ 退職給付引当金 32,715 7,131 △25,583 △78.2 10,131

  ４ その他 6,634 6,796 161 2.4 7,263

  固定負債合計 3,420,803 2,221,013 △1,199,790 △35.1 2,339,698

負債合計 6,478,083 6,214,855 △263,227 △4.1 6,136,229

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 1,148,010 1,148,010 ─ ─ 1,148,010

 ２ 資本剰余金 1,615,606 1,616,497 890 0.1 1,616,253

 ３ 利益剰余金 1,147,068 1,168,546 21,478 1.9 1,184,730

 ４ 自己株式 △455,765 △434,470 21,294 ─ △443,256

株主資本合計 3,454,918 3,498,583 43,664 1.3 3,505,737

Ⅱ 評価・換算差額等  

  １ その他有価証券評価差額金 44,982 28,349 △16,632 △37.0 27,928

評価・換算差額等合計 44,982 28,349 △16,632 △37.0 27,928

純資産合計 3,499,901 3,526,933 27,031 0.8 3,533,666

負債・純資産合計 9,977,984 9,741,788 △236,195 △2.4 9,669,896
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 当四半期  

（平成19年３月期 （平成20年３月期 増  減 

第１四半期） 第１四半期）  

前期 

（平成19年３月

期） 
科 目 

金   額 金   額 金   額 増減率 金  額 
 

Ⅰ 売上高 2,697,701 2,742,055 44,354 1.6 11,146,597

Ⅱ 売上原価 1,595,764 1,556,026 △39,737 △2.5 6,552,931

 売上総利益 1,101,936 1,186,028 84,092 7.6 4,593,666

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,075,031 1,066,902 △8,129 △0.8 4,267,571

 営業利益 26,905 119,126 92,221 342.8 326,095

Ⅳ 営業外収益 5,940 5,433 △507 △8.5 34,479

  受取利息・配当金 1,086 796 △290 △26.7 3,863

  その他 4,854 4,637 △217 △4.5 30,615

Ⅴ 営業外費用 12,562 10,184 △2,378 △18.9 57,258

  支払利息 6,134 9,259 3,125 50.9 47,493

  その他 6,428 924 △5,503 △85.6 9,764

  経常利益 20,283 114,375 94,092 463.9 303,315

Ⅵ 特別利益 ─ ─ ─ ─ 159

  固定資産売却益 ─ ─ ─ ─ 159

Ⅶ 特別損失 66,427 ─ △66,427 △100.0 105,308

 固定資産売却損 ─ ─ ─ ─ 920

 固定資産除却損 17,353 ─ △17,353 △100.0 51,953

 サービス点数商品交換 

制度終了損失 
49,074 ─ △49,074 △100.0 52,435

税金等調整前四半期（当

期）純利益又は税金等調整

前四半期純損失（△） 

△46,144 114,375 160,519 ─ 198,166

  税金費用 △10,788 53,526 64,315 ─ 118,956

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△） 
△35,355 60,848 96,204 ─ 79,209
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 

 前年同四半期（平成19年３月期 第１四半期） 
 

株主資本 
評価・換算
差額等 

 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本合 

計 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産 
合 計 

平成18年３月31日残高（千円） 790,410 1,258,006 1,252,908 △454,992 2,846,332 50,565 2,896,898

当四半期の変動額    

新株の発行 357,600 357,600 715,200  715,200

剰余金の配当  △70,484 △70,484  △70,484

四半期純損失（△）  △35,355 △35,355  △35,355

自己株式の取得  △773 △773  △773

株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

 ─ △5,583 △5,583

当四半期の変動額合計 
（千円） 

357,600 357,600 △105,840 △773 608,586 △5,583 603,003

平成18年６月30日残高（千円） 1,148,010 1,615,606 1,147,068 △455,765 3,454,918 44,982 3,499,901

 

 当四半期（平成20年３月期 第１四半期） 

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本合 

計 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産 
合 計 

平成19年３月31日残高（千円） 1,148,010 1,616,253 1,184,730 △443,256 3,505,737 27,928 3,533,666

当四半期の変動額    

剰余金の配当  △77,032 △77,032  △77,032

四半期純利益  60,848 60,848  60,848

自己株式の取得  △1,986 △1,986  △1,986

自己株式の処分  243 10,772 11,016  11,016

株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

 ─ 420 420

当四半期の変動額合計 
（千円） 

─ 243 △16,183 8,785 △7,154 420 △6,733

平成19年６月30日残高（千円） 1,148,010 1,616,497 1,168,546 △434,470 3,498,583 28,349 3,526,933

 

 （参考）前期（平成19年３月期） 

          

株主資本 
評価・換算
差額等 

 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本合 

計 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産 
合 計 

平成18年３月31日残高（千円） 790,410 1,258,006 1,252,908 △454,992 2,846,332 50,565 2,896,898

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 357,600 357,600 715,200  715,200

剰余金の配当（注）  △70,484 △70,484  △70,484

剰余金の配当  △76,903 △76,903  △76,903

当期純利益  79,209 79,209  79,209

自己株式の取得  △5,241 △5,241  △5,241

自己株式の処分  646 16,977 17,624  17,624

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 

 ─ △22,636 △22,636

連結会計年度中の変動額合
計（千円） 

357,600 358,246 △68,178 11,735 659,404 △22,636 636,768

平成19年３月31日残高（千円） 1,148,010 1,616,253 1,184,730 △443,256 3,505,737 27,928 3,533,666

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
            （単位：千円） 

前年同四半期 当四半期 

(平成19年３月期 (平成20年３月期 

 

第１四半期) 第１四半期) 

前期 

（平成19年３月期） 

区      分 金   額 金   額 金   額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前四半期(当期)純利益又は 
税金等調整前四半期純損失（△） 

△46,144 114,375  198,166

  減価償却費 40,097 43,928  164,655

  長期前払賃料取崩額 ─ ─  1,079

  賞与引当金の増減額（減少：△） △82,500 △52,210  △33,300

  貸倒引当金の増減額（減少：△） ─ ─  11,617

  退職給付引当金の増減額（減少：△） △9,192 △3,000  △31,776

  受取利息及び受取配当金 △1,086 △796  △3,863

  支払利息 6,134 9,259  47,493

  株式交付費 5,804 ─  7,159

  投資有価証券運用益 ─ ─  △10,716

  固定資産売却益 ─ ─  △159

  固定資産売却損 ─ ─  920

  固定資産除却損 12,653 ─  34,831

  売上債権の増減額（増加：△） △2,594 △5,542  △19,763

  たな卸資産の増減額（増加：△） △3,645 △3,074  6,788

  その他流動資産の増減額（増加：△） △91,210 △72,915  9,159

  仕入債務の増減額（減少：△） △4,872 △48,531  8,216

  その他流動負債の増減額（減少：△） 91,881 52,660  72,340

     小      計 △84,674 34,153  462,850

  利息及び配当金の受取額 1,086 796  1,905

  利息の支払額 △6,134 △9,259  △48,835

  法人税等の支払額 △54,047 △48,126  △91,545

 営業活動によるキャッシュ・フロー △143,770 △22,435  324,375

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー  

  投資有価証券の取得による支出 ─ △1,998  △54,499

  投資有価証券の売却による収入 1,584 ─  1,584

  有形固定資産の取得による支出 △124,476 △437,718  △492,827

  その他 29 △659  54,154

 投資活動によるキャッシュ・フロー △122,861 △440,376  △491,587

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額（減少：△） △127,000 270,000  317,000

  社債の償還による支出 △36,000 △36,000  △244,000

  株式の発行による収入 709,395 ─  708,040

  長期借入金の借入による収入 ─ ─  50,000

  長期借入金の返済による支出 △100,766 △91,602  △763,938

  自己株式の増減額（増加：△） △773 9,029  12,382

  配当金の支払額 △60,039 △77,059  △147,523

 財務活動によるキャッシュ・フロー 384,816 74,368  △68,038

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 118,183 △388,443  △235,250

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 1,284,328 1,049,077  1,284,328

Ⅵ．現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1,402,512 660,633  1,049,077

 


