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 平成21年３月期 第１四半期決算短信 
 

平成20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 
 
四半期報告書提出予定日 平成20年８月８日   

 

(百万円未満切捨て) 

1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20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 ％

21年３月期第１四半期 2,746 ─ 2 ─ △10 ─ △53 ─ 

20年３月期第１四半期 2,742 1.6 119 342.8 114 463.9 60 ─ 

 

 
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

21年３月期第１四半期 △4 78 ─ ─   
20年３月期第１四半期 5 74 ─ ─   

 
 (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

21年３月期第１四半期 9,922 3,280 33.1 294 71

20年３月期 9,992 3,420 34.2 322 59
 

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,280百万円 20年３月期 3,420百万円

 

2. 配当の状況 
 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年３月期  ─ 8 00 ─ 8 00 16 00 

21年３月期  ─    

21年３月期(予想)  8 00 ─ 8 00
16 00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 5,424 3.7 27 △66.3 1 △98.4 △28 ─ △2 52 

通期 11,564 5.3 363 53.8 310 74.2 148 117.6 13 29 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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4. その他 
 

(1) 期中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 

  [新規  ─社 (社名        ─ )  除外 ─ 社 (社名        ─ )] 

(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 ： 有 

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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（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もの） 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 21年３月期第１四半期 11,856,669株 20年３月期 11,292,066株

 ② 期末自己株式数 

 21年３月期第１四半期 724,808株 20年３月期 688,934株

 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 21年３月期第１四半期 11,132,669株 20年３月期第１四半期 10,596,611株

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 平成20年５月９日に公表した予想数値は、本資料において修正しております。 

2. 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。 

 上記予想に関する事項につきましては、３ページ[定性的情報・財務諸表等]３ 連結業績予想に関する定性的

情報および本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

3. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

4. 当社は、平成20年４月１日付で普通株式１株につき1.05株の株式分割を行っております。 
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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 

当社グループでは、国産品を中心とした「安全で安心な食材」により、お客さまに「健康とおいしさ」をお届

けし、常にお客さまを第１に考え、顧客満足度の高いサービスの提供に努めております。 

当第１四半期連結会計期間は、試食メニューの変更を行い積極的な販売促進キャンペーン企画等を実施してま

いりました。また、顧客志向に合わせた献立メニューの追加を行うなど売上増加に努めてまいりました。営業所

の新設については、豊橋営業所を開設し、既存エリア外への着実な浸透を図っております。なお、営業効率の向

上を目的として、幸営業所を閉鎖し、業務を宮前営業所に引き継いでおります。 

利益面では、使用材料等の厳選などにより、一定の粗利益の維持、向上に努めておりますが、原油価格の高騰

や食材の国産指向への回帰により、原材料の仕入価格などに影響を受けており、売上総利益率は40.7％と前年同

期に比べ2.6ポイント低下しております。 

また、販売費及び一般管理費については、将来の売上増加に向けて積極的に拡販策を講じたことなどにより、

売上高に対する比率は40.6％と前年同期に比べ1.7ポイント上昇しております。  

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は27億46百万円（前年同期比100.2％）と前年同期

並みとなりましたが、経常利益は10百万円の損失（前年同期は１億14百万円の利益）、四半期純利益は53百万円

の純損失（前年同期は60百万円の純利益）となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

資産の部では、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が１億32百万円減少し、流動資産のその他（主に短期前

払費用）が82百万円増加したこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ69百万円減少の99億22百万円と

なりました。 

負債の部では、前連結会計年度末に比べ賞与引当金が67百万円、社債（１年内償還予定社債を含む。）が46百

万円それぞれ減少し、長短の借入金（１年内返済予定長期借入金を含む。）が１億80百万円増加したこと等によ

り、負債合計は前連結会計年度末に比べ70百万円増加の66億42百万円となりました。 

純資産の部では、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が１億37百万円減少したこと等により、純資産合計は前

連結会計年度末に比べ１億39百万円減少の32億80百万円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 
 当社グループの連結業績予想については、平成20年５月９日に公表した予想数値を変更しております。詳細は、

本日付「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表しておりますので、ご覧ください。 

 

4. その他 

(1) 期中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) 

当四半期連結会計期間中において、重要な子会社の異動はありません。 

 

(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 

 ① 簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積を考慮した予算を策定し、当該予算に基づく年間
償却予定額を期間按分して算定しております。 

 

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 
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(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 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されることに伴い、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益に与える影響はありません。 
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5. 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20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20年３月31日) 

資産の部    

 流動資産    

  現金及び預金  1,224,364 1,356,519

  受取手形及び売掛金  50,095 47,553

  原材料  66,643 67,801

  繰延税金資産  48,861 78,889

  その他  167,073 84,833

  貸倒引当金  △122 △122

  流動資産合計  1,556,915 1,635,474

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物  1,717,413 1,704,734

   土地  5,776,347 5,776,347

   その他  111,948 112,223

   有形固定資産合計  7,605,709 7,593,305

  無形固定資産  

   のれん  1,087 1,178

   その他  59,959 61,013

   無形固定資産合計  61,046 62,191

  投資その他の資産  

   投資有価証券  376,041 379,237

   繰延税金資産  40,168 41,831

   その他  300,112 297,404

   貸倒引当金  △17,220 △17,220

   投資その他の資産合計  699,102 701,253

  固定資産合計  8,365,858 8,356,750

 資産合計  9,922,774 9,992,225

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金  427,036 472,283

  短期借入金  1,750,000 1,457,000

  未払法人税等  13,696 58,352

  賞与引当金  67,280 134,300

  その他  1,850,949 1,794,014

  流動負債合計  4,108,962 3,915,951

 固定負債  

  社債  390,000 424,000

  長期借入金  2,139,256 2,228,690

  退職給付引当金  0 28

  その他  3,865 3,091

  固定負債合計  2,533,121 2,655,809

 負債合計  6,642,084 6,571,760
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（単位：千円） 

  
当第１四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日) 

純資産の部    

 株主資本    

  資本金  1,148,010 1,148,010

  資本剰余金  1,616,891 1,616,648

  利益剰余金  953,414 1,091,405

  自己株式  △ 438,573 △ 437,276

  株主資本合計  3,279,742 3,418,786

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  947 1,677

  評価・換算差額等合計  947 1,677

 純資産合計  3,280,689 3,420,464

負債純資産合計   9,922,774 9,992,225
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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） 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日) 

売上高  2,746,182

売上原価  1,629,358

売上総利益  1,116,823

販売費及び一般管理費  1,114,383

営業利益  2,439

営業外収益  

 受取利息  748

 受取配当金  1,801

 受取保険金  838

 受取地代家賃  2,268

 受取手数料  2,213

 その他  483

 営業外収益合計  8,353

営業外費用  

 支払利息  20,402

 その他  941

 営業外費用合計  21,344

経常損失（△）  △ 10,551

特別損失  

 固定資産除却損  2,328

 特別損失合計  2,328

税金等調整前四半期純損失（△）  △ 12,879

法人税、住民税及び事業税  7,255

法人税等調整額  33,030

法人税等合計  40,285

四半期純損失（△）  △ 53,165
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注記事項 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 

前四半期に係る財務諸表等 

 （要約）四半期連結損益計算書 

   （単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

売上高 2,742,055 

売上原価 1,556,026 

売上総利益 1,186,028 

販売費及び一般管理費 1,066,902 

営業利益 119,126 

営業外収益  

 受取利息・配当金 796 

 その他 4,637 

 営業外収益合計 5,433 

営業外費用  

 支払利息 9,259 

 その他 924 

 営業外費用合計 10,184 

経常利益 114,375 

税金等調整前四半期純利益 114,375 

税金費用 53,526 

四半期純利益 60,848 

 

 

 


