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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 662,182 △0.4 239 △8.3 675 △10.8 △721 －

19年６月中間期 664,873 3.4 261 △76.5 757 △47.0 △516 －

19年12月期 1,399,346 △2.6 6,093 6.9 6,888 7.5 2,681 753.4

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △16 73 － －

19年６月中間期 △11 88 － －

19年12月期 62 02 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 △10百万円 19年６月中間期 △3百万円 19年12月期 △15百万円

(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６月中間期 357,758 70,078 19.2 1,589 84

19年６月中間期 413,158 77,477 16.8 1,617 18

19年12月期 441,245 72,354 15.9 1,634 48

（参考）自己資本 20年６月中間期 68,621百万円 19年６月中間期 69,534百万円 19年12月期 70,276百万円

(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６月中間期 △10,432 △1,058 △498 20,950

19年６月中間期 1,520 △10,480 △3,661 33,549

19年12月期 10,993 △19,388 △4,837 32,939

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年12月期 11 00 11 00 22 00

20年12月期 11 00 －

20年12月期（予想） － 11 00 22 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 1,428,000 2.0 7,870 29.1 8,570 24.4 4,000 49.2 92 73
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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

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）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） 20年６月中間期 43,958,650株 19年６月中間期 43,958,650株 19年12月期 43,958,650株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 796,449株 19年６月中間期 961,676株 19年12月期 962,663株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 488,551 △0.4 588 △37.7 1,274 △20.5 213 △74.0

19年６月中間期 490,398 37.0 943 188.3 1,602 61.2 822 135.9

19年12月期 1,042,847 25.8 5,442 44.2 6,642 26.4 2,602 △58.1

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 4 95

19年６月中間期 18 93

19年12月期 60 20

(2）個別財政状態

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６月中間期 317,051 72,778 23.0 1,686 17

19年６月中間期 351,935 73,960 21.0 1,720 14

19年12月期 385,201 73,352 19.0 1,706 03

（参考）自己資本 20年６月中間期 72,778百万円 19年６月中間期 73,960百万円 19年12月期 73,352百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 1,075,000 3.1 6,250 14.8 7,420 11.7 3,730 43.3 86 47

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の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。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の概況

　当中間連結会計期間のわが国経済は、米国のサブプライム問題の影響による金融不安や原油・原材料価格の高騰に

よる企業収益の圧迫懸念等により、景気の先行きに不透明感の強い状況にて推移いたしました。

　食品流通業界におきましては、農薬混入事件・偽装表示などによる食への不信感、相次ぐ食品の値上げによる個人

消費の伸び悩み、さらには原油価格の高騰等による物流コストの増加等、厳しい経営環境となりました。

　このような状況下、当社グループは経営理念である「消費と生産を結ぶ価値あるかけ橋」を掲げ、フードコーディ

ネート機能をはじめとする「食のフルライン戦略」を推進し、生活者の求める食のメニューやシーンを提供する売場・

サービスを実現すべく、提供技術の革新に努力を続け、あわせて「ローコスト経営の徹底」の継続により、業績の向

上に努めてまいりました。

　特記すべきことといたしましては、社会構造の変化による生活者のライフスタイルを敏感に察知したライフスタイ

ルマーケティングの実践に向けた機能強化や、Ｅコマース事業への対応強化等、新規事業の拡大・強化を図るべく、

平成20年4月に「次世代事業推進本部」を新設いたしました。

 また、強化分野と位置付けておりますチルド事業に関しましては、前年から体制整備のため、取組先様に対応したチ

ルド専用物流センターを新設するなど、当事業を拡充いたしました。

　当中間連結会計期間の連結業績につきましては、売上高においては、酒類カテゴリーの中核企業である株式会社

リョーショクリカーにおける取引先の見直しや、当社低温部門における中国冷凍餃子問題の影響等により、前年同期

比0.4%減少の6,621億82百万円となりました。利益面につきましては、不採算取引の見直しや食品の価格改定に伴い取

引の正常化が進み、売上総利益において金額及び利益率ともに改善いたしましたが、前年及び今年稼働したチルド事

業・ペット事業等の新規事業における物流センターのコスト増の影響等により販管費が増加し、営業利益は前年同期

比8.3%減少の2億39百万円、経常利益につきましても前年同期比10.8%減少の6億75百万円となりました。また、時間外

賃金等遡及精算額を特別損失として計上した影響等により、7億21百万円の中間純損失となりました。但し、当初の業

績予想に対しては、営業利益、経常利益、中間純損失ともに改善しております。

  事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（イ）食品卸売事業

　当事業における品種別では、「嗜好品・飲料類」においてお茶、機能性飲料が大幅に減少し、また中国冷凍餃

子問題の影響等により「冷凍・チルド類」が、株式会社リョーショクリカーにおける取引先の見直し等により「酒

類」が減少しております。

　得意先業態別では、ＧＭＳ、ＳＭ、ＣＶＳにおいて取組先小売業様との取組強化により、直販部門に対する売

上高は増加しておりますが、卸売等において、与信面からの取引の見直しにより大きく減少しております。

　これらの結果、当事業の当中間連結会計期間の売上高は6,600億72百万円となり、前年同期比0.3%の減少となり

ました。

 

  （ロ）不動産管理事業

　当事業は、主に株式会社ラサコーポレーションによる不動産賃貸売上であり、当中間連結会計期間の売上高は

97百万円となりました。

 

  （ハ）リース・レンタル事業

　当事業は、主に株式会社ラサコーポレーションによる当社に対する物流機器賃貸売上であり、当中間連結会計

期間の売上高は74百万円となりました。

 

  （ニ）物流関連事業

　当事業は、主にキャリテック株式会社による物流運営業（庫内、運送業務）の売上であり、当中間連結会計期

間の売上高は18億29百万円となりました。

 

  （ホ）その他の事業

　通信販売事業、生鮮食品等加工事業等を合わせたその他セグメントの当中間連結会計期間の売上高は1億9百万

円となりました。
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②通期の見通し

　下半期は、歯止めのかからない原資材価格のさらなる高騰により企業は設備投資を控え、また、家計も節約志向を

強めるものと思われ、引き続き予断を許さない状況が続くものと予想されます。

　食品流通業界におきましては、徐々に食品の値上げは浸透しつつあるものの、所得の伸びない消費者の低価格志向

は根強く生活防衛意識を高めており、また、相次ぐ食に係る事件の影響から、食の安全・安心に対する要求は一段と

強まることが予想され、少子高齢化の進行及び人口減少に伴う食品需要の縮小なども相まって、厳しい経営環境が続

くと思われます。

　当社グループはこのような経営環境に対処するため、21世紀型中間流通機能の実現を目指し、多様化する生活者の

ライフスタイルを起点とした営業スタイルへの転換を図り、フルラインによる「商品調達」「ものづくり」を基盤と

した「フードコーディネート機能」をさらに充実させ、取組先小売業様の悩みを解決する「ソリューションプロバイ

ダー機能」を発揮することにより、提供機能の革新に注力してまいります。情報システム「ＮＥＷ－ＴＯＭＡＳ」「ロ

ジスティクス」につきましても、現有機能を分析・検証のうえ、強化及び最適化を図り事業基盤をより強固なものと

し、また、グループ体制の整備をさらに進めることにより、食の全温度帯フルライン機能を基盤とした機動的なグルー

プ経営を可能とし、サービスレベルの向上とローコスト経営を図り、業績の向上に努めてまいります。

　このような施策のもと、通期の業績につきましては、売上高につきましては1兆4,280億円（前期比2.0%増）、営業

利益78億70百万円（前期比29.1%増）、経常利益85億70百万円（前期比24.4%増）、当期純利益40億円（前期比49.2%

増）を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 （単位：百万円未満切捨）

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,520 △10,432 △11,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,480 △1,058 9,422

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,661 △498 3,163

現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △12,621 △11,988 632

現金及び現金同等物の期首残高 46,170 32,939 △13,231

現金及び現金同等物の中間期末残高 33,549 20,950 △12,598

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、104億32百万円となりました。主たる要因は、仕入債務の減少額770億26百万円、

売上債権の減少額454億8百万円、たな卸資産の減少額132億72百万円、未収入金の減少額96億12百万円等によるもの

であります。

　なお、前中間連結会計期間末が金融機関の休日であったことにより、売上債権及び仕入債務等の決済がそれぞれ

翌半期にずれ込んだ要因を除いた、実質ベースの前中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フロー

は△104億75百万円となります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、10億58百万円となりました。主たる要因は、有形固定資産の取得による支出７

億38百万円、無形固定資産の取得による支出５億66百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、４億98百万円となりました。主たる要因は、配当金の支払による支出４億72百

万円等によるものであります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前中間連結会計期間比125億98百万円減少して209億50百万

円となりました。
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②キャッシュ・フロー関連指標の推移

 18年６月中間期 19年６月中間期 20年６月中間期 19年12月期

自己資本比率（％） 17.0 16.8 19.2 15.9

時価ベースの自己資本比率（％） 34.8 28.7 24.4 21.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） △0.3 1.4 △18.7 16.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） △207.3 111.3 △498.0 252.2

（注） 自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出し

ております。

※キャッシュ・フローは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業キャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って

いる全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は株主の皆様への安定的な配当を維持するとともに、内部留保の有効活用により、グループ全体としての企業

競争力の強化、業容拡大に取り組んでおります。今後ますます厳しさを増すと予想される国際水準での競争に打ち勝

つことのできる企業体質を作り上げ、企業価値の増大を通じ、株主の皆様への利益還元を充実することを基本といた

しております。

　なお、当期の中間配当につきましては、期初の予定どおり、１株当たり11円とさせていただきます。

　また、期末配当金につきましては、この基本方針を踏まえ、１株当たり11円を予定しております。これにより年間

配当金は１株当たり22円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

  当社グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下の

ようなものがあります。

　なお、当社グループはこれらのリスクの発生の可能性を十分認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める所存であります。

　また、文中における将来に関する当該事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したもの

であります。

 ① 災害危機等について

　当社グループは全国に多数の事務所・物流センターを設置し事業展開しており、大規模地震等による甚大な自然

災害が発生した地域においては、ライフラインや交通網が寸断され、物流やサービスの提供などに支障を生じるこ

とが想定されます。また、コンピュータシステムにおきましては、危機管理体制に万全を期しておりますが、壊滅

的な損害を蒙った場合には、当社グループの業務遅延が発生する可能性があります。これらの被災に伴う復旧が長

期化する場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 食品の安全性について

　昨年から相次ぎ発覚しております食品偽装表示事件や食品の安全性の問題など食に対する信頼を揺るがす問題が

多発していることから、消費者の「安全・安心」に対する要求が一段と高まっております。今後、品質問題などに

より食品の生産、流通に支障が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ③ 債権の貸倒れについて

　食品流通業界においては、少子高齢化による食品需要の縮小、食品流通業界の再編等、厳しい環境が続くものと

予想されます。従来から当社グループにおいては、与信管理に十分留意しておりますが、不測の事態により取引先

様の与信不安が生じ、債権の回収が困難となった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社菱食(7451)　平成 20 年 12 月期　中間決算短信

－ 5 －



２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び親会社（三菱商事㈱）、子会社36社、関連会社６社で構成されており、日本国内の加工

食品卸売事業を主な事業内容とし、さらに不動産管理事業、リース・レンタル事業、物流関連事業及びその他サービス

等の事業活動を展開しております。

　当社の企業集団の事業に係わる各社の位置づけ及び事業の系統図は次のとおりであります。

 

(1)事業に係わる各社の位置づけ

［食品卸売事業］

　親会社は食料品流通チャネルのうち、原料供給業務及びメーカー代理店業務等を行っております。当社及び当社の

連結子会社㈱関東リョーショク他12社は主に加工食品、低温食品・フードサービスの卸売を、連結子会社の㈱リョー

ショクリカー他６社は主に酒類の卸売を、連結子会社の㈱リョーカジャパン他１社は主に菓子の卸売を行っておりま

す。

［不動産管理事業］

　当社の連結子会社㈱ラサコーポレーション他１社は主に当社及び当社の子会社の不動産管理を行っております。

［リース・レンタル事業］

　当社の連結子会社㈱ラサコーポレーション他１社は主に当社グループ企業に対する物流機器のリース・レンタルを

行っております。

［物流関連事業］

　当社の連結子会社キャリテック㈱他９社は主に物流関連事業を行っております。

［その他の事業］

　当社の連結子会社㈱サイリョーデリカは生鮮食品等加工事業を、連結子会社のイー・ショッピング・ワイン㈱はイ

ンターネットを利用したワインの通信販売事業を行っております。

　なお、子会社の㈱シー・エム・シー他２社は当社及び当社の子会社の当該事業支援業務を、九州ひまわりフーズ㈱

他１社は食料品等小売事業を行っております。

　以上に述べた企業集団の事業系統図は次のとおりであります。
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(2) 事業系統図

 （平成20年６月30日現在）

商品の販売 

商品の販売 

商品の仕入 

○ 連結子会社 

※ 持分法適用会社 

物流業務 

（海 外） 

商品の販売 

商品の仕入 

商品の 

仕入 
商品の販売 

商品の販売 

商品の販売 

商品の販売  

(物流事業) 

関 連 会 社 

※ RETAIL SUPPORT 

(THAILAND)CO.,LTD. 

一般消費者       

(食品卸売事業) 

子 会 社 

○ ㈱ﾘﾘｰｺｰﾎﾟﾚｰ

ｼｮﾝ (小売事業) 

子 会 社 

九州ひまわ

りﾌｰｽﾞ㈱ 

ひまわりﾌｰ

ｽﾞ㈱ 

(食品卸売事業) 

子 会 社       

○ ㈱北海道ﾘｮｰｼｮｸ          ○ ㈱北陸ﾘｮｰｼｮｸ 

○ ㈱ＲＪオグラ ○ ㈱関西ﾘｮｰｼｮｸﾘｶｰ  

○ ㈱福島ﾘｮｰｼｮｸ         ○ ㈱近畿ﾘｮｰｼｮｸ 

○ ㈱関東ﾘｮｰｼｮｸ         ○ ㈱四国リョーショク 

○ ㈱千葉 ﾘ ｮ ｰ ｼ ｮ ｸ         ○ ㈱ＲＣﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ  

○ ㈱ﾘｮｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ        ○ ㈱中国ﾘｮｰｼｮｸﾘｶｰ  

○ ㈱ ﾘ ｮ ｰ ｼ ｮ ｸ ﾘ ｶ ｰ         ○ ㈱九州ﾘｮー ｼｮｸﾘｶー  

○ ㈱飯田ﾘｮｰｼｮｸ ○ ㈱大分ﾘｮｰｼｮｸ 

○ ㈱新潟リョーショク ○ 大分県酒類卸㈱ 

○ ㈱岐阜ﾘｮｰｼｮｸ    

関 連会社        

※  ㈱南国ｱｰﾙｴｽﾘｶｰ 

(物流関連事業) 

子 会 社 

○ ㈱ﾍﾞｽﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ               

○ キ ャ リ テ ッ ク ㈱ 

○ 西日本キャリテック㈱ 

 ㈲ シ ー ・ シ ー 物 流 
 ㈲ ケ イ エ ル ピ ー 

 ㈲シー・アール物流 
 ㈲ シ ー ・ エ ス 物 流 
関 連会社       

※ ﾌｰｽﾞ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 

東北キャリテック㈱ 

 

(その他の事業) 

子 会 社 

○ ㈱サイリョーデリカ               

㈱シー・エム・シー               

関 連会社       

㈱日本食育コミュニケーション協会 

㈱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾌｫﾚｯｸｽ 

 
 
 
 
 
 

当                          

社 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

親

会

社

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         

三

菱

商

事

㈱

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

(リース・レンタル事業) 
子 会 社       

○ ㈱ﾗ ｻ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

○ ㈱流 通 ｼｽﾃ ﾑ ﾊﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ 

(不動産管理事業) 
子 会 社       

○ ㈱ﾗ ｻ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

○ ㈱中 信 ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 

 

ス

ー

パ

ー

等

小

売

業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

(通信販売事業) 

子  会  社 

〇 ｲー ･ｼｮｯﾋ゚ ﾝｸ゙ ･ﾜｲﾝ㈱ 

(食品卸売事業) 

子  会  社 

○ 都貿易㈱ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、中間流通機能を担う企業として「消費と生産を結ぶ価値あるかけ橋」を企業理念とし、生活者の

豊かな食生活の向上に貢献することを基本方針としております。

　生活者への提供機能を持つ小売業と製造機能を持つメーカーとの間をつなぐ中間流通機能は不可欠なものであり、

物流機能、マーケティング機能、さらにはマーチャンダイジング機能を最も効率よく効果的に、最低コストでサービ

ス提供できる企業を目指しております。

  社会の動向、生活者の変化をいち早くつかみ、より良い満足にお応えするため、常に自らの技能を点検し日々進化

していく一方、志を同じくする小売業様、メーカー様と協同して事業を推進していくこともまた重要なこととして位

置づけております。

  以上に基づき21世紀型中間流通機能の確立に向けて事業推進し、お客様、株主様、従業員等すべてのステークホル

ダーに対し、それぞれのご期待に隔てなくお応えできるよう努めてまいる所存であります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社グループは長期経営計画2010年プラン「ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　２１」を策定、新しい時代が求める豊かな「食」

をフルラインでお届けするために、中間流通機能の革新と創造を目指して取組中であります。数値目標といたしまし

ては、その最終年度である2010年までのできるだけ早い年度に、売上高1兆5,000億円、経常利益200億円（経常利益率

1.3%）、株主資本1,000億円の達成をリョーショクグループの具体的な目標として掲げております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

  高齢化社会、単身世帯の増加、女性の社会進出等、社会の構造的変化が、生活者のライフスタイルを大きく変化さ

せており、生活者は大量・迅速・正確・ローコストな供給だけでは無く、より個性的な付加価値を求めております。

そのような状況下、当社グループは長期経営計画2010年プラン「ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　２１」を達成すべく、経営方

針として「21世紀型ビジネスモデルの構築」を掲げ、時代の変化に適応したビジネスモデルの構築を目指す一方、「量

から質への転換」を掲げ、モノを売るという定量的な成長から、ソフトを売るという定性的な成長への転換を図り、

中間流通のパラダイム転換において、当社グループの「革新性」を発揮してまいります。

　基本戦略は次のとおりであります。

  ① ライフスタイルマーケティングの実践

　② チルド事業の拡大

　③ 次世代ビジネスへの挑戦

　④ フードコーディネート機能の深耕

　⑤ ロイヤルカスタマー・ロイヤルサプライヤーの開拓を推進

 

　以上本業を誠実に遂行することが、「社会的責任を果たすこと」の基本であると位置づけておりますが、内部統制

システムの構築・体制整備、環境問題等につきましても、本業に並行して対応すべき重要事項と認識し、鋭意取り組

んでおります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 (注2)  34,114   21,135   33,184  

２　受取手形及び売掛金 (注4)  188,235   160,849   206,257  

３　たな卸資産   34,466   31,397   44,669  

４　繰延税金資産   812   944   1,023  

５　未収入金   36,834   31,607   41,219  

６　その他   2,013   1,374   1,617  

貸倒引当金   △486   △491   △552  

流動資産合計   295,990 71.6  246,818 69.0  327,420 74.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 (注1)          

(1) 建物及び構築物 (注2) 24,579   23,341   23,842   

(2) 機械装置及び運搬具  6,815   7,696   8,371   

(3) 器具及び備品  1,006   956   1,035   

(4) 土地 (注2) 36,399   35,716   35,729   

(5) 建設仮勘定  ― 68,800  72 67,782  ― 68,977  

２　無形固定資産           

(1) のれん  8,011   6,469   7,176   

(2) ソフトウェア  1,709   2,072   1,842   

(3) その他  255 9,976  249 8,791  251 9,271  

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 (注2) 21,964   17,324   18,733   

(2) 長期貸付金  378   858   1,145   

(3) 繰延税金資産  800   2,543   1,958   

(4) その他  17,287   16,427   16,303   

貸倒引当金  △2,039 38,390  △2,788 34,365  △2,564 35,575  

固定資産合計   117,167 28.4  110,940 31.0  113,824 25.8

資産合計   413,158 100.0  357,758 100.0  441,245 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金
(注2)
(注4)

 294,279   249,412   326,439  

２　短期借入金 (注2)  700   ―   ―  

３　未払法人税等   766   569   1,681  

４　役員賞与引当金   ―   ―   54  

５　繰延税金負債   41   40   42  

６　その他   27,115   25,028   28,010  

流動負債合計   322,902 78.2  275,051 76.9  356,228 80.7

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   1,427   1,288   1,364  

２　退職給付引当金   10,790   10,731   10,711  

３　役員退職慰労引当金   308   309   338  

４　その他   251   300   247  

固定負債合計   12,777 3.1  12,629 3.5  12,661 2.9

負債合計   335,680 81.3  287,680 80.4  368,890 83.6

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   10,630 2.5  10,630 3.0  10,630 2.4

２　資本剰余金   19,263 4.7  19,142 5.3  19,263 4.4

３　利益剰余金   38,399 9.3  39,929 11.2  41,124 9.3

４　自己株式   △2,616 △0.6  △2,166 △0.6  △2,619 △0.6

株主資本合計   65,676 15.9  67,535 18.9  68,398 15.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
　　評価差額金

  3,850 0.9  1,095 0.3  1,871 0.4

２　為替換算調整勘定   7 0.0  △9 △0.0  5 0.0

評価・換算差額等合計   3,857 0.9  1,085 0.3  1,877 0.4

Ⅲ　少数株主持分   7,943 1.9  1,456 0.4  2,078 0.5

純資産合計   77,477 18.7  70,078 19.6  72,354 16.4

負債純資産合計   413,158 100.0  357,758 100.0  441,245 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   664,873 100.0  662,182 100.0  1,399,346 100.0

Ⅱ　売上原価   612,131 92.1  608,278 91.9  1,285,124 91.9

売上総利益   52,741 7.9  53,904 8.1  114,221 8.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 (注1)  52,480 7.9  53,664 8.1  108,127 7.7

営業利益   261 0.0  239 0.0  6,093 0.4

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  66   68   158   

２　受取配当金  223   241   322   

３　賃貸不動産収入  155   195   319   

４　その他  334 781 0.1 255 761 0.1 667 1,467 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  11   19   40   

２　のれん償却額  116   96   222   

３　持分法による投資損失  3   10   15   

４　賃貸不動産経費  96   124   222   

５　その他  56 284 0.0 74 325 0.0 173 673 0.0

経常利益   757 0.1  675 0.1  6,888 0.5

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却益  16   37   36   

２　貸倒引当金取崩益  53   ―   ―   

３　固定資産売却益 (注2) ―   ―   831   

４　その他  ― 69 0.0 ― 37 0.0 12 880 0.0

Ⅶ　特別損失           

１　投資有価証券評価損  72   104   100   

２　減損損失 (注3) 397   12   755   

３　貸倒引当金繰入額  ―   294   558   

４　時間外賃金等遡及精算額  ―   545   ―   

５　その他  1 471 0.1 24 982 0.1 108 1,522 0.1

税金等調整前中間純損失(△)
又は税金等調整前中間(当期)
純利益

  355 0.0  △269 △0.0  6,246 0.4

法人税、住民税及び事業税  646   459   3,404   

法人税等調整額  278 925 0.1 △64 394 0.1 206 3,610 0.2

少数株主利益
又は少数株主損失(△)

  △53 △0.0  56 0.0  △45 △0.0

中間純損失(△)又は当期純利
益

  △516 △0.1  △721 △0.1  2,681 0.2

           

株式会社菱食(7451)　平成 20 年 12 月期　中間決算短信

－ 11 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(百万円) 10,630 19,264 39,835 △498 69,231

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △919  △919

中間純損失   △516  △516

自己株式の取得    △2,118 △2,118

自己株式の処分  △0  0 0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

     

中間連結会計期間中の変動額合計(百
万円)

－ △0 △1,435 △2,118 △3,554

平成19年６月30日残高(百万円) 10,630 19,263 38,399 △2,616 65,676

 

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(百万円) 4,264 △3 4,260 11,908 85,399

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △919

中間純損失     △516

自己株式の取得     △2,118

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

△414 11 △403 △3,964 △4,368

中間連結会計期間中の変動額合計(百
万円)

△414 11 △403 △3,964 △7,922

平成19年６月30日残高(百万円) 3,850 7 3,857 7,943 77,477
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当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日残高(百万円) 10,630 19,263 41,124 △2,619 68,398

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △472  △472

中間純損失   △721  △721

自己株式の取得    △1 △1

自己株式の処分  △0  0 0

株式交換による変動額　  △121  453 332

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

     

中間連結会計期間中の変動額合計(百
万円)

－ △121 △1,194 452 △863

平成20年６月30日残高(百万円) 10,630 19,142 39,929 △2,166 67,535

 

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高(百万円) 1,871 5 1,877 2,078 72,354

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △472

中間純損失     △721

自己株式の取得     △1

自己株式の処分     0

株式交換による変動額　     332

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額(純額)

△776 △15 △791 △621 △1,413

中間連結会計期間中の変動額合計(百
万円)

△776 △15 △791 △621 △2,276

平成20年６月30日残高(百万円) 1,095 △9 1,085 1,456 70,078
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(百万円) 10,630 19,264 39,835 △498 69,231

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △1,392  △1,392

当期純利益   2,681  2,681

自己株式の取得    △2,121 △2,121

自己株式の処分  △0  0 0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

－ △0 1,288 △2,120 △832

平成19年12月31日残高(百万円) 10,630 19,263 41,124 △2,619 68,398

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(百万円) 4,264 △3 4,260 11,908 85,399

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △1,392

当期純利益     2,681

自己株式の取得     △2,121

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額)

△2,393 9 △2,383 △9,829 △12,212

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△2,393 9 △2,383 △9,829 △13,045

平成19年12月31日残高(百万円) 1,871 5 1,877 2,078 72,354
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純損失(△)又は税
金等調整前中間(当期)純利益

 355 △269 6,246

減価償却費  2,145 2,323 4,680

減損損失  397 12 755

のれん償却額  239 296 608

退職給付引当金の増加額(△は減少
額)

 △67 19 △146

役員退職慰労引当金の増加額(△は減
少額)

 △675 △28 △645

貸倒引当金の増加額(△は減少額)  △237 162 353

受取利息及び受取配当金  △290 △309 △481

支払利息  11 19 40

持分法による投資損失(△は利益)  3 10 15

有形固定資産売却損(△は利益)  △42 △2 △878

投資有価証券売却益  △16 △27 △36

投資有価証券評価損  72 119 120

売上債権の減少額(△は増加額)  15,815 45,408 △2,206

たな卸資産の減少額(△は増加額)  13,082 13,272 2,879

未収入金の減少額(△は増加額)  6,550 9,612 2,164

仕入債務の増加額(△は減少額)  △37,467 △77,026 △5,307

未払消費税等の増加額(△は減少額)  1,219 △23 669

その他  1,231 △2,719 4,650

小計  2,327 △9,150 13,482

利息及び配当金の受取額  290 309 481

利息の支払額  △13 △20 △43

法人税等の支払額  △1,083 △1,571 △2,926

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,520 △10,432 10,993

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △1,602 △738 △4,805

有形固定資産の売却による収入  75 18 1,450

無形固定資産の取得による支出  △221 △566 △711

投資有価証券の取得による支出  △2,316 △115 △2,530

投資有価証券の売却による収入  45 112 73

連結子会社株式の取得による支出  △6,063 － △11,524

短期貸付金の純増減  19 25 110

長期貸付による支出  － △0 △801

長期貸付の回収による収入  60 300 64

その他  △479 △93 △713

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,480 △1,058 △19,388
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

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  △600 － △1,300

配当金の支払額  △919 △472 △1,392

少数株主への配当金の支払額  △23 △24 △23

自己株式取得及び処分による
純増減額

 △2,118 △1 △2,120

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,661 △498 △4,837

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額(△は減少額)

 △12,621 △11,988 △13,231

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  46,170 32,939 46,170

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(注1) 33,549 20,950 32,939
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項

 

(1) 連結子会社　31社

主要な会社名

(1) 連結子会社　29社

主要な会社名

(1) 連結子会社　29社

主要な会社名

 ㈱リョーショクリカー

㈱中国リョーショクリカー

㈱リョーカジャパン

㈱北海道リョーショク

大分県酒類卸㈱

㈱新盛

㈱関西リョーショクリカー

㈱四国リョーショク

㈱関東リョーショク

㈱九州リョーショクリカー

㈱北陸リョーショク

㈱福島リョーショク

その他19社

前連結会計年度において持分法

を適用していた大分県酒類卸㈱

は、議決権所有割合が増加した

ことにより、当中間連結会計期

間から連結の範囲に含めており

ます。

㈱東京リョーショクは㈱関東

リョーショクと合併したため、

連結の範囲から除外いたしまし

た。

㈱リョーショクリカー

㈱中国リョーショクリカー

㈱リョーカジャパン

㈱北海道リョーショク

大分県酒類卸㈱

㈱新潟リョーショク

㈱関西リョーショクリカー

㈱四国リョーショク

㈱関東リョーショク

㈱九州リョーショクリカー

㈱北陸リョーショク

㈱福島リョーショク

その他17社

㈱リョーショクリカー

㈱中国リョーショクリカー

㈱リョーカジャパン

㈱北海道リョーショク

大分県酒類卸㈱

㈱新盛

㈱関西リョーショクリカー

㈱四国リョーショク

㈱関東リョーショク

㈱九州リョーショクリカー

㈱北陸リョーショク

㈱福島リョーショク

その他17社

前連結会計年度において持分法

を適用していた大分県酒類卸㈱

は議決権所有割合が増加したこ

とにより、当連結会計年度から

連結の範囲に含めております。

また、㈱東京リョーショクは㈱

関東リョーショクと合併したた

め、㈱バリュープライスと中四

国キャリテック㈱の２社は、当

連結会計年度において清算が結

了したことにより、連結の範囲

から除外いたしました。

 

 

(2) 非連結子会社

主要な会社名

(2) 非連結子会社

主要な会社名

(2) 非連結子会社

主要な会社名

 ㈱シー・エム・シー

非連結子会社は、当中間連結会

計期間においてその総資産、売

上高、中間純損益及び剰余金合

計額のいずれもが連結総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金等に重要な影響を及ぼさな

いと判断されるため連結の範囲

から除外しております。

㈱シー・エム・シー

左記に同じ

㈱シー・エム・シー

非連結子会社は、その総資産、

売上高、当期純損益及び剰余金

合計額のいずれもが連結総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰

余金等に重要な影響を及ぼさな

いと判断されるため連結の範囲

から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用関連会社　３社

主要な会社名

(1) 持分法適用関連会社　３社

主要な会社名

(1) 持分法適用関連会社　３社

主要な会社名

 ㈱南国アールエスリカー

その他２社

㈱南国アールエスリカー

その他２社

㈱南国アールエスリカー

その他２社

 (2) 持分法非適用会社

持分法非適用非連結子会社

主要な会社名

(2) 持分法非適用会社

持分法非適用非連結子会社

主要な会社名

(2) 持分法非適用会社

持分法非適用非連結子会社

主要な会社名

 ㈱シー・エム・シー ㈱シー・エム・シー ㈱シー・エム・シー

 持分法非適用関連会社

主要な会社名

持分法非適用関連会社

主要な会社名

持分法非適用関連会社

主要な会社名

 ㈱ジャパン・インフォレックス

持分法非適用非連結子会社及び

持分法非適用関連会社は、それ

ぞれ中間連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。

㈱ジャパン・インフォレックス

左記に同じ

㈱ジャパン・インフォレックス

持分法非適用非連結子会社及び

持分法非適用関連会社は、それ

ぞれ連結純損益及び連結利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

３　連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

連結子会社のうち、㈱リョーショク

リカー、都貿易㈱の中間決算日は３

月末日であり、中間連結決算日と異

なりますが、差異が３ヶ月を超えな

いため、３月末日現在の中間財務諸

表を使用しております。

なお、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必

要な修正を行っております。

また、㈱バリュープライスの中間決

算日は８月末日、キャリテック㈱及

び中四国キャリテック㈱、大分県酒

類卸㈱の中間決算日は９月末日、九

州キャリテック㈱の中間決算日は12

月末日であり、中間連結決算日と異

なり、決算日の差異が３ヶ月を超え

ることから、仮決算に基づく中間財

務諸表を使用しております。

連結子会社のうち、㈱リョーショク

リカー、都貿易㈱の中間決算日は３

月末日であり、中間連結決算日と異

なりますが、差異が３ヶ月を超えな

いため、３月末日現在の中間財務諸

表を使用しております。

なお、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必

要な修正を行っております。

また、キャリテック㈱及び大分県酒

類卸㈱の中間決算日は９月末日、西

日本キャリテック㈱の中間決算日は

12月末日であり、中間連結決算日と

異なり、決算日の差異が３ヶ月を超

えることから、仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しております。

連結子会社のうち、㈱リョーショク

リカー、都貿易㈱の決算日は９月末

日であり、連結決算日と異なります

が、差異が３ヶ月を超えないため、

９月末日現在の決算財務諸表を使用

しております。

なお、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

修正を行っております。

また、キャリテック㈱及び大分県酒

類卸㈱の決算日は３月末日、西日本

キャリテック㈱の決算日は６月末日

であり、連結決算日と異なり、決算

日の差異が３ヶ月を超えることから、

仮決算に基づく財務諸表を使用して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

左記に同じ

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

左記に同じ

時価のないもの

左記に同じ

 ②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

左記に同じ

②　デリバティブ

左記に同じ

 ③　たな卸資産

先入先出法による原価法を採用

しております。

ただし、一部連結子会社は最終

仕入原価法または売価還元法に

基づく原価法により評価してお

ります。

③　たな卸資産

左記に同じ

③　たな卸資産

左記に同じ

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用し、その

他の有形固定資産については、

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

８年～44年

機械装置及び運搬具

４年～12年

また、平成19年度の法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定

する償却方法により減価償却費

を計上しております。

①　有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用し、その

他の有形固定資産については、

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

８年～44年

機械装置及び運搬具

４年～12年

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

これにより営業利益が21百万円、

経常利益が24百万円それぞれ減

少、税金等調整前中間純損失が

24百万円増加しております。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してお

ります。

①　有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用し、その

他の有形固定資産については、

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物

８年～44年

機械装置及び運搬具

４年～12年

また、平成19年度の法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定

する償却方法により減価償却費

を計上しております。

 ②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

②　無形固定資産

左記に同じ

②　無形固定資産

左記に同じ
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3) 重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

①　貸倒引当金

左記に同じ

①　貸倒引当金

左記に同じ

 ②　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出にあてるため、賞与支給見込

額を計上しております。 

なお、当中間連結会計期間にお

いては計上しておりません。

②　役員賞与引当金

左記に同じ

②　役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出にあてるため、賞与支給見込

額を計上しております。

 ③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(主に10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生年度

の翌連結会計年度から費用処理

しております。

③　退職給付引当金

左記に同じ

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(主に10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生年度

の翌連結会計年度から費用処理

しております。

 ④　役員退職慰労引当金

一部の連結子会社において、役

員退職慰労金にあてるため、内

規に基づく中間期末退職慰労金

要支給額の100％を計上してお

ります。

なお、当社は平成19年２月19日

開催の取締役会及び監査役会の

協議において、平成19年３月29

日開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を

廃止することを決定いたしまし

た。

また、当該定時株主総会におい

て、役員退職慰労金の打ち切り

支給案が承認可決されたことに

より、当中間連結会計期間にお

いて当社の「役員退職慰労引当

金」は全額取崩し、打ち切り支

給の未払分については固定負債

の「その他」に含めて計上して

おります。

なお、当社執行役員の退職慰労

金の支給にあてるための引当金

については、内規に基づく中間

期末退職慰労金要支給額の

100％を計上し、役員退職慰労

引当金に含めて表示しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金

一部の連結子会社において、役

員退職慰労金にあてるため、内

規に基づく中間期末退職慰労金

要支給額の100％を計上してお

ります。

④　役員退職慰労引当金

一部の連結子会社において、役

員退職慰労金にあてるため、内

規に基づく期末退職慰労金要支

給額の100％を計上しておりま

す。

なお、当社は平成19年２月19日

開催の取締役会及び監査役会の

協議において、平成19年３月29

日開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を

廃止することを決定いたしまし

た。

また、当該定時株主総会におい

て、役員退職慰労金の打ち切り

支給案が承認可決されたことに

より、当連結会計年度において

当社の「役員退職慰労引当金」

は全額取崩し、打ち切り支給の

未払分については固定負債の

「その他」に含めて計上してお

ります。

なお、当社執行役員の退職慰労

金の支給にあてるための引当金

については、内規に基づく期末

退職慰労金要支給額の100％を

計上し、役員退職慰労引当金に

含めて表示しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

左記に同じ 左記に同じ

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合

は振当処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

左記に同じ

①　ヘッジ会計の方法

左記に同じ

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

左記に同じ

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

左記に同じ

 

 ヘッジ対象

外貨建仕入債務及び外貨建予

定仕入取引

 

 

 

 

 ③　ヘッジ方針

一部の連結子会社において、為

替予約取引に関する内規に基づ

き通常の仕入取引の範囲内で、

将来の為替レートの変動リスク

を回避する目的で為替予約取引

を行っております。

為替予約以外のデリバティブ取

引は一切行っておりません。

③　ヘッジ方針

一部の連結子会社において、為

替予約取引に関する規程に基づ

き通常の仕入取引の範囲内で、

将来の為替レートの変動リスク

を回避する目的で為替予約取引

を行っております。

為替予約以外のデリバティブ取

引は一切行っておりません。

③　ヘッジ方針

左記に同じ

 

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価してお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

左記に同じ

④　ヘッジ有効性評価の方法

左記に同じ

(6) 消費税等の会計処理方

法

税抜方式を採用しております。 左記に同じ 左記に同じ

５　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、その効果

が発現すると見積もられる期間（計

上後20年以内）で均等償却しており

ます。

なお、重要性のないものについては、

発生時に全額償却しております。

当社と㈱アールワイフード

サービスとの合併 　　　　20年

その他 　　　　　　　　　５年

左記に同じ 左記に同じ

６　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に満期日又は償還日が到来する

短期投資からなっております。

左記に同じ 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

満期日又は償還日が到来する短期投

資からなっております。
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（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

1 有形固定資産減価償却累計額 1 有形固定資産減価償却累計額 1 有形固定資産減価償却累計額

  34,330百万円      37,109百万円       35,404百万円

2 担保資産及び担保付債務 2 担保資産及び担保付債務 2 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産

定期預金 265百万円

建物 358　〃

土地 　　954　〃

投資有価証券 37　〃

計 1,615百万円

  

担保付債務

短期借入金 700百万円

買掛金 2,159　〃

 担保に供している資産

定期預金    150百万円

土地 　　　 95　〃

計　 　   245百万円

  

担保付債務

買掛金      359百万円

 担保に供している資産

定期預金 150百万円

土地 　95　〃  

　計 　    　245百万円

  

担保付債務

買掛金    746百万円

3 偶発債務 3 偶発債務 3 偶発債務

 (1) 下記の銀行借入金に対し、保証を行っ

ております。

 (1) 下記の銀行借入金に対し、保証を行っ

ております。

 (1) 下記の銀行借入金に対し、保証を行っ

ております。

 従業員 49百万円  従業員   45百万円  従業員   45百万円

 (2) 下記の未経過リース料に対し、保証

を行っております。

 (2) 下記の未経過リース料に対し、保証

を行っております。

 (2) 下記の未経過リース料に対し、保証

を行っております。

 ㈱エイ・エフロジテム 114百万円

㈲エムエスビー 89　〃

その他　２社 51　〃

計 255百万円

 ㈲エムエスビー   58百万円

㈱エイ・エフロジテム 　47　〃

その他　１社 　26　〃

計 131百万円

 ㈱エイ・エフロジテム   82百万円

㈲エムエスビー 72　〃  

その他　１社 34　〃

計 188百万円

4 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理は手形交換日をもって決済処理してお

ります。

従って、当中間連結会計期間末日は金融

機関の休日のため、次のとおり中間会計

期間末日満期手形が当中間連結会計期間

末残高に含まれております。

受取手形 741百万円　

支払手形 367 〃　

4 ───── 4 年度末日満期手形の会計処理は手形交換

日をもって決済処理しております。

従って、当年度末日は金融機関の休日の

ため、次のとおり年度末日満期手形が当

年度残高に含まれております。

受取手形 699百万円　

支払手形 340 〃　
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

1 販売費及び一般管理費の主なもの 1 販売費及び一般管理費の主なもの 1 販売費及び一般管理費の主なもの

 １　運賃保管料 25,362百万円

２　貸倒引当金繰入

額
―　〃

３　従業員給料手当 12,764　〃

４　退職給付費用 586　〃

５　役員退職慰労引

当金繰入額
46　〃

６　事務費 4,002　〃

 １　運賃保管料     26,407百万円

２　貸倒引当金繰入

額
　79　〃

３　従業員給料手当     12,724　〃

４　退職給付費用 　 633　〃

５　役員退職慰労引

当金繰入額
　16　〃

６　事務費      3,846　〃

 １　運賃保管料     52,967百万円

２　貸倒引当金繰入

額
　 82　〃

３　従業員給料手当     25,444　〃

４　役員賞与引当金

繰入
　54　〃

５　退職給付費用      1,142　〃

６　役員退職慰労引

当金繰入額
　 84　〃

７　事務費      7,946　〃

2 ───── 2 ───── 2 固定資産売却益の内訳

   土地      831百万円

3 減損損失

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

3 減損損失

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

 

3 減損損失

当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失

を計上しております。

 用　途 種　類 場　所

事業用
資産

土　地 岡山県津山市

賃貸用
資産

土　地
香川県高松市
他１件

遊休資産 土　地
埼玉県熊谷市
他５件 

その他 のれん － 

 用　途 種　類 場　所

遊休資産 土　地 大分県国東市 

 用　途 種　類 場　所

事業用
資産

土地 岡山県津山市

賃貸用
資産

土地
高知県高知市
他２件

遊休資産 土地
大阪府豊中市
他11件

その他　 のれん　 － 

 

 当社グループは、継続的に損益の把握を

実施している単位を基礎にグルーピング

を実施しております。具体的には、事業

用資産は管理会計上の区分に基づいた地

域別に、賃貸用資産、遊休資産及びのれ

んは個々の資産ごとに資産のグルーピン

グを行っております。

地価の著しい下落又は営業損益が悪化し

ている資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（397百万円）として特別損

失に計上しております。

減損損失の内訳は、土地299百万円、のれ

ん98百万円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売

却価額又は使用価値により測定しており、

正味売却価額は、主として公示価格を基

準として評価し、使用価値については将

来キャッシュ・フローを3.8%で割り引い

て算出しております。

また、のれんについては当初想定された

事業環境が変化したことに伴い、減損損

失として全額を特別損失に計上しており

ます。

 当社グループは、継続的に損益の把握を

実施している単位を基礎にグルーピング

を実施しております。具体的には、事業

用資産は管理会計上の区分に基づいた地

域別に、賃貸用資産、遊休資産及びのれ

んは個々の資産ごとに資産のグルーピン

グを行っております。

遊休資産については、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（12百万円）として特別損失に計上し

ております。

減損損失の内訳は、土地12百万円であり

ます。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、正味売却価

額は、主として公示価格を基準として評

価しております。

 当社グループは、継続的に損益の把握を

実施している単位を基礎にグルーピング

を実施しております。具体的には、事業

用資産は管理会計上の区分に基づいた地

域別に、賃貸用資産、遊休資産及びのれ

んは個々の資産ごとに資産のグルーピン

グを行なっております。

地価の著しい下落又は営業損益が悪化し

ている資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（755百万円）として特別損

失に計上しております。

減損損失の内訳は、土地656百万円、のれ

ん98百万円であります。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売

却価額又は使用価値により測定しており、

正味売却価額は、主として公示価額を基

準として評価し、使用価値については将

来キャッシュ・フローを4.1％で割り引い

て算出しております。

また、のれんについては当初想定された

事業環境が変化したことに伴い、減損損

失として全額を特別損失に計上しており

ます。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 43,958,650 ― ― 43,958,650

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 157,507 804,203 34 961,676

（変動理由の概要）

増加は、市場買付による取得(800,000株)、単元未満株式の買取請求による取得（4,203株）であります。

減少は、単元未満株式の買増請求による売却(34株)であります。

３　配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 919 21.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年８月10日

取締役会
普通株式 472 利益剰余金 11.00 平成19年６月30日 平成19年９月13日

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 43,958,650 ― ― 43,958,650

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 962,663 694 166,908 796,449

（変動理由の概要）

増加は、単元未満株式の買取請求による取得（694株）であります。

減少は、㈱リョーショクリカー株式取得における自己株式交換(166,786株)、単元未満株式の買増請求による売却

(122株)であります。

３　配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 472 11.00 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年８月８日

取締役会
普通株式 474 利益剰余金 11.00 平成20年６月30日 平成20年９月12日

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 43,958,650 ― ― 43,958,650

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 157,507 805,250 94 962,663

（変動理由の概要）

増加は、市場買付による取得(800,000株)、単元未満株式の買取請求による取得(5,250株)であります。

減少は、単元未満株式の買増請求による売却(94株)であります。

３　配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 919 21.00 平成18年12月31日 平成19年３月30日

平成19年８月10日

取締役会
普通株式 472 11.00 平成19年６月30日 平成19年９月13日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 472 利益剰余金 11.00 平成19年12月31日 平成20年３月31日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び預金勘定 34,114百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△565　〃

現金及び現金同等物 33,549百万円

現金及び預金勘定     21,135百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
　　 △185　〃

現金及び現金同等物     20,950百万円

現金及び預金勘定     33,184百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
　　△245　〃

現金及び現金同等物     32,939百万円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 
食品卸売
事業

(百万円)

不動産
管理事業
(百万円)

リース・
レンタル
事業

(百万円)

物流関連
事業 

(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1）外部顧客に対する売

上高
662,376 91 62 2,205 138 664,873 ― 664,873

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
260 292 497 5,516 933 7,500 (7,500) ―

計 662,636 383 560 7,721 1,072 672,374 (7,500) 664,873

営業費用 662,205 217 635 7,969 1,085 672,113 (7,500) 664,612

営業利益

又は営業損失(△)
431 166 △75 △247 △13 261 △0 261

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な業務

(1）食品卸売事業　加工食品、低温食品・フードサービス卸売、酒類卸売、菓子卸売

(2）不動産管理事業　不動産管理

(3）リース・レンタル事業　物流機器賃貸

(4）物流関連事業　物流運営業、物流コンサルティング

(5）その他の事業　食料品等小売、通信販売、生鮮食品等加工等

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能費用はありません。
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当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

 
食品卸売
事業

(百万円)

不動産
管理事業
(百万円)

リース・
レンタル
事業

(百万円)

物流関連
事業 

(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1）外部顧客に対する売

上高
660,072 97 74 1,829 109 662,182 ― 662,182

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
316 285 665 5,827 939 8,034 (8,034) ―

計 660,389 382 739 7,657 1,048 670,217 (8,034) 662,182

営業費用 659,729 241 795 8,182 1,046 669,994 (8,051) 661,943

営業利益

又は営業損失(△)
659 140 △55 △524 2 222 17 239

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な業務

(1）食品卸売事業　加工食品、低温食品・フードサービス卸売、酒類卸売、菓子卸売

(2）不動産管理事業　不動産管理

(3）リース・レンタル事業　物流機器賃貸

(4）物流関連事業　物流運営業、物流コンサルティング

(5）その他の事業　通信販売、生鮮食品等加工等

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能費用はありません。

４．追加情報

（当中間連結会計期間）

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この変更により、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の「食品卸売事業」

は、営業費用が17百万円増加し、営業利益が同額減少、「不動産管理事業」は、営業費用が２百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。

 

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　食品卸売事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)及び当中間連結会計期間(自　平成20年１

月１日　至　平成20年６月30日)並びに前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　提出会社及び連結子会社は、全て本邦に所在するため、所在地別セグメント情報に該当する事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)及び当中間連結会計期間(自　平成20年１

月１日　至　平成20年６月30日)並びに前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　提出会社及び連結子会社は、海外売上高がないため該当する事項はありません。

株式会社菱食(7451)　平成 20 年 12 月期　中間決算短信

－ 27 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 1,617円18銭

１株当たり中間純損失 11円88銭

１株当たり純資産額 1,589円84銭

１株当たり中間純損失 16円73銭

１株当たり純資産額 1,634円48銭

１株当たり当期純利益 62円02銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、１株当たり中

間純損失であり潜在株式がないため記

載しておりません。

(注)１株当たり中間純損失の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

中間純損失 516百万円

普通株主に帰属しない

金額
― 百万円

普通株式に係る中間純

損失
516百万円

普通株式の期中平均株

式数
43,440,244株

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、１株当たり中

間純損失であり潜在株式がないため記

載しておりません。

(注)１株当たり中間純損失の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

中間純損失 721百万円

普通株主に帰属しない

金額
― 百万円

普通株式に係る中間純

損失
721百万円

普通株式の期中平均株

式数
43,114,923株

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載しておりません。

(注)１株当たり当期純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益 2,681百万円

普通株主に帰属しない

金額
― 百万円

普通株式に係る当期純

利益
2,681百万円

普通株式の期中平均株

式数
43,235,328株

（開示の省略）

　「リース取引」、「有価証券」、「デリバティブ取引」については、中間決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．販売の状況
(1) 品種別売上高明細表　

 単位：百万円（未満切捨）

品種

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

缶詰類 11,306 1.7 11,599 1.8 23,424 1.6

調味料類 89,406 13.5 92,206 13.9 187,677 13.4

麺・乾物類 65,840 9.9 67,238 10.2 137,328 9.8

嗜好品・飲料類 109,673 16.5 104,619 15.8 227,583 16.3

菓子類 26,020 3.9 25,747 3.9 51,198 3.7

冷凍・チルド類 149,508 22.5 147,924 22.3 320,177 22.9

酒類 177,047 26.6 172,238 26.0 367,579 26.3

その他 36,071 5.4 40,608 6.1 84,376 6.0

合計 664,873 100.0 662,182 100.0 1,399,346 100.0

 

 

(2) 業態別売上高明細表

  単位：百万円（未満切捨）

業態

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

卸売 70,596 10.6 64,567 9.7 146,747 10.5

ＧＭＳ 57,389 8.7 63,205 9.6 127,288 9.1

ＳＭ 303,975 45.7 307,873 46.5 638,394 45.6

ＣＶＳ 90,763 13.7 95,821 14.5 194,587 13.9

ドラッグストア 29,162 4.4 27,857 4.2 60,067 4.3

ユーザー 32,728 4.9 27,906 4.2 66,152 4.7

その他直販 66,879 10.0 61,330 9.2 138,176 9.9

（直販計） 580,898 87.4 583,994 88.2 1,224,667 87.5

メーカー・他 13,378 2.0 13,621 2.1 27,931 2.0

合計 664,873 100.0 662,182 100.0 1,399,346 100.0

　（注）１．ＧＭＳはゼネラル・マーチャンダイズ・ストアの略で、総合スーパーであります。

２．ＳＭはスーパーマーケットであります。

３．ＣＶＳはコンビニエンスストアであります。

４．ユーザーは外食・中食・給食等消費者へ直接飲食サービスを提供する事業者であります。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  30,119   18,764   29,352   

２　受取手形  1,630   941   1,588   

３　売掛金  160,596   139,078   180,686   

４　たな卸資産  19,434   17,935   27,245   

５　未収入金  24,493   21,652   26,937   

６　その他  6,902   7,927   6,902   

貸倒引当金  △1,435   △2,347   △2,430   

流動資産合計   241,741 68.7  203,952 64.3  270,284 70.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物  14,952   14,289   14,583   

(2) 土地  18,963   18,723   18,723   

(3) その他  2,626   2,518   2,558   

有形固定資産合計  36,541   35,531   35,864   

２　無形固定資産  7,543   7,613   7,533   

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  19,611   15,375   16,563   

(2) 関係会社株式  23,709   28,073   27,756   

(3) 長期貸付金  14,344   15,817   16,934   

(4) 繰延税金資産  92   2,262   1,841   

(5) その他  8,700   8,874   8,839   

貸倒引当金  △348   △449   △414   

投資その他の資産合計  66,108   69,954   71,519   

固定資産合計   110,194 31.3  113,099 35.7  114,917 29.8

資産合計   351,935 100.0  317,051 100.0  385,201 100.0
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前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  1,261   857   960   

２　買掛金  226,430   198,964   258,233   

３　預り金  27,367   21,575   26,538   

４　役員賞与引当金  ―   ―   54   

５　その他  16,745   16,731   19,895   

流動負債合計   271,805 77.2  238,128 75.1  305,682 79.4

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  6,014   5,956   5,984   

２　執行役員退職慰労引当金  47   78   71   

３　その他  106   109   111   

固定負債合計   6,169 1.8  6,144 1.9  6,166 1.6

負債合計   277,974 79.0  244,273 77.0  311,849 81.0

           

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   10,630 3.0  10,630 3.4  10,630 2.8

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  10,400   10,400   10,400   

(2) その他資本剰余金  9,290   9,168   9,290   

資本剰余金合計   19,690 5.6  19,568 6.2  19,690 5.1

３　利益剰余金           

(1) 利益準備金  628   628   628   

(2) その他利益剰余金           

圧縮記帳積立金  1,086   1,056   1,070   

別途積立金  38,600   40,200   38,600   

繰越利益剰余金  2,082   1,560   3,406   

利益剰余金合計   42,397 12.0  43,445 13.7  43,704 11.3

４　自己株式   △2,616 △0.7  △2,166 △0.7  △2,619 △0.7

株主資本合計   70,101 19.9  71,477 22.6  71,406 18.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差額金   3,859 1.1  1,300 0.4  1,946 0.5

評価・換算差額等合計   3,859 1.1  1,300 0.4  1,946 0.5

純資産合計   73,960 21.0  72,778 23.0  73,352 19.0

負債純資産合計   351,935 100.0  317,051 100.0  385,201 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   490,398 100.0  488,551 100.0  1,042,847 100.0

Ⅱ　売上原価   457,434 93.3  454,517 93.0  970,599 93.1

売上総利益   32,964 6.7  34,034 7.0  72,248 6.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   32,020 6.5  33,446 6.9  66,805 6.4

営業利益   943 0.2  588 0.1  5,442 0.5

Ⅳ　営業外収益   1,057 0.2  1,119 0.2  2,055 0.2

Ⅴ　営業外費用   399 0.1  433 0.1  856 0.1

経常利益   1,602 0.3  1,274 0.2  6,642 0.6

Ⅵ　特別利益   79 0.0  35 0.0  847 0.1

Ⅶ　特別損失   123 0.0  685 0.1  2,533 0.2

税引前中間(当期)純利益   1,558 0.3  624 0.1  4,955 0.5

法人税、住民税及び事業税  473   285   3,058   

法人税等調整額  263 736 0.1 125 410 0.1 △704 2,353 0.2

中間(当期)純利益   822 0.2  213 0.0  2,602 0.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

圧縮記帳
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高(百万円) 10,630 10,400 9,290 628 1,100 33,800 6,965 △498 72,317

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当       △919  △919

中間純利益       822  822

圧縮記帳積立金の取崩     △13  13  ―

別途積立金の積立      4,800 △4,800  ―

自己株式の取得        △2,118 △2,118

自己株式の処分   △0     0 0

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

         

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

― ― △0 ― △13 4,800 △4,883 △2,118 △2,215

平成19年６月30日残高(百万円) 10,630 10,400 9,290 628 1,086 38,600 2,082 △2,616 70,101

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(百万円) 4,350 4,350 76,668

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △919

中間純利益   822

圧縮記帳積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

自己株式の取得   △2,118

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

△491 △491 △491

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

△491 △491 △2,707

平成19年６月30日残高(百万円) 3,859 3,859 73,960
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当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

圧縮記帳
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高(百万円) 10,630 10,400 9,290 628 1,070 38,600 3,406 △2,619 71,406

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当       △472  △472

中間純利益       213  213

圧縮記帳積立金の取崩     △13  13  ―

別途積立金の積立      1,600 △1,600  ―

自己株式の取得        △1 △1

自己株式の処分   △0     0 0

株式交換による変動額   △121     453 332

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

         

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

― ― △121 ― △13 1,600 △1,845 452 71

平成20年６月30日残高(百万円) 10,630 10,400 9,168 628 1,056 40,200 1,560 △2,166 71,477

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高(百万円) 1,946 1,946 73,352

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △472

中間純利益   213

圧縮記帳積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   0

株式交換による変動額   332

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

△645 △645 △645

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

△645 △645 △573

平成20年６月30日残高(百万円) 1,300 1,300 72,778
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

圧縮記帳
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高(百万円) 10,630 10,400 9,290 628 1,100 33,800 6,965 △498 72,317

事業年度中の変動額          

剰余金の配当       △1,392  △1,392

当期純利益       2,602  2,602

圧縮記帳積立金の取崩     △30  30  ―

別途積立金の積立      4,800 △4,800  ―

自己株式の取得        △2,121 △2,121

自己株式の処分   △0     0 0

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計
(百万円)

― ― △0 ― △30 4,800 △3,559 △2,120 △911

平成19年12月31日残高(百万円) 10,630 10,400 9,290 628 1,070 38,600 3,406 △2,619 71,406

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(百万円) 4,350 4,350 76,668

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △1,392

当期純利益   2,602

圧縮記帳積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

自己株式の取得   △2,121

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額)

△2,404 △2,404 △2,404

事業年度中の変動額合計
(百万円)

△2,404 △2,404 △3,315

平成19年12月31日残高(百万円) 1,946 1,946 73,352
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７．その他
(1) 品種別売上高明細表

単位：百万円（未満切捨）

品種

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

缶詰類 11,222 2.3 11,481 2.4 23,470 2.3

調味料類 90,805 18.5 92,884 19.0 192,227 18.4

麺・乾物類 68,905 14.1 67,555 13.8 144,827 13.9

嗜好品・飲料類 112,892 23.0 107,138 22.0 234,355 22.5

菓子類 21,323 4.4 21,450 4.4 43,225 4.1

冷凍・チルド類 146,810 29.9 144,769 29.7 314,700 30.2

酒類 5,360 1.1 5,493 1.1 11,512 1.1

その他 33,078 6.7 37,779 7.6 78,528 7.5

合計 490,398 100.0 488,551 100.0 1,042,847 100.0

 

 

(2) 業態別売上高明細表

 単位：百万円（未満切捨）

業態

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

卸売 144,285 29.4 131,341 26.9 305,431 29.3

ＧＭＳ 49,331 10.1 55,193 11.3 110,307 10.6

ＳＭ 179,345 36.6 184,183 37.7 378,295 36.3

ＣＶＳ 69,452 14.2 73,204 15.0 149,871 14.4

ドラッグストア 9,128 1.9 8,602 1.8 18,551 1.8

ユーザー 25,505 5.2 20,910 4.3 51,473 4.9

その他直販 7,039 1.3 7,725 1.5 15,317 1.4

（直販計） 339,803 69.3 349,820 71.6 723,816 69.4

メーカー・他 6,310 1.3 7,388 1.5 13,599 1.3

合計 490,398 100.0 488,551 100.0 1,042,847 100.0

　（注）１．ＧＭＳはゼネラル・マーチャンダイズ・ストアの略で、総合スーパーであります。

２．ＳＭはスーパーマーケットであります。

３．ＣＶＳはコンビニエンスストアであります。

４．ユーザーは外食・中食・給食等消費者へ直接飲食サービスを提供する事業者であります。
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