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(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 10,726 ─ △73 ─ △48 ─ △33 ─

20年３月期第１四半期 10,411 △0.7 △9 ─ 10 △80.5 2 △89.9

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 △8 55 ─ ─

20年３月期第１四半期 0 68 ─ ─

　(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 12,712 3,668 28.9 945 81

20年３月期 12,959 3,756 29.0 968 05
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,668百万円 20年３月期 3,756百万円

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 ─ ─ 0 00 ─ ─ 12 00 12 00

21年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ 0 00 ─ ─ 12 00 12 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 20,500 ─ 25 ─ 80 ─ 40 ─ 10 31

       通    期 42,000 △1.3 350 23.4 450 1.5 230 △4.3 59 28
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) 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 ： 無

(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 ： 有

　 [(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 3,882,500株 20年３月期 3,882,500株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 3,274株 20年３月期 2,475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 3,879,489株 20年３月期第１四半期 3,880,025株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 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。

　 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要
素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記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
<当期の経営成績>

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や穀物等の食材原材料の高騰、更

にサブプライムローン問題に端を発した米国の景気後退懸念など世界経済の影響を色濃く受け、国内消費

の減速が懸念されています。

　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、ガソリン価格や食材原

材料などの高騰の影響が鮮明となり、全般的に消費者マインドの上昇の兆しが見られない厳しい状況が続

きました。このような状況のもと、当社グループは顧客満足度の向上を主眼に、首都圏を中心とした積極

的な販売体制を強化し、事業ミッションである「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、「利益の確保と拡大」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１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は107億26百万円(前年同期比3.0%

増)となり、営業損失は73百万円、経常損失48百万円、四半期純損失33百万円となりました。

事業のセグメント別概況は以下の通りです。

(食材卸売業) 

食材卸売業におきましては、首都圏エリアへの積極的な営業強化により、売上高は順調に推移いたしま

した。しかしながら、仕入原価の上昇による粗利益率の低下や、特定ユーザー様における物流組替え、物

流費の高騰などの影響から、コストを計画通り抑制するに到りませんでした。このような結果、売上高は

99億53百万円、営業利益29百万円となりました。

(食材製造業)

食材製造業におきましては、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・販売への取

り組み、中食市場および加工ルートへの拡販に加え、「生産革新プロジェクト」の推進による品質向上とコ

ストダウンを徹底した結果、売上高は7億74百万円、営業利益54百万円となりました。

(不動産賃貸業)

不動産賃貸業におきましては、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37百万円、営業利益24百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
   (資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて２億46百万円減少し、127億

12百万円となりました。流動資産につきましては現金及び預金が２億94百万円増加し、受取手形及び売掛

金が４億８百万円減少しております。

   (負債）

負債につきましては、流動負債の支払手形及び買掛金が1億62百万円減少し、90億43百万円となりました。

   (純資産)

純資産は87百万円減少し36億68百万円となりました。この結果、自己資本比率は28.9%となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の改正に伴う当社業績への影響が見通し難い状況では

ありますが、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことから、平成20年５月16日発表の通

期の業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化のある場合には適切に開示してまいります。
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4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

(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 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 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」(企業会計基準委

員会 平成19年３月14日 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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益は4,208千円減少し、営業損失、経常損失、税

金等調整前四半期純損失が4,208千円それぞれ増加しております。

３ 従来、商品展示会及び商品カタログに係る費用は販売費及び一般管理費に計上し、商品展示会の小

間代及び商品カタログの掲載料の収入は営業外収益に計上しておりました。最近は当該費用や収入が増加

傾向にあり、また今後も増加が見込まれるため、収益と費用の対応を明確にし、経営成績をより適正に表

示するため、当第１四半期連結会計期間より当該収入に対応する商品展示会及び商品カタログに係る費用

を営業外費用に計上する方法に変更しております。

  この変更により、従来の方法と比較して営業損失が7,711千円減少しておりますが、経常損失及び税金等

調整前当期純損失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 2,598,429 2,303,998

受取手形及び売掛金 5,087,123 5,495,633

商品 1,036,974 1,147,633

製品 267,775 241,864

原材料 110,730 102,822

その他 503,535 530,350

貸倒引当金 △13,880 △21,638

流動資産合計 9,590,688 9,800,664

固定資産

有形固定資産 1,546,744 1,555,858

無形固定資産 239,879 260,488

投資その他の資産

その他 1,394,553 1,390,576

貸倒引当金 △59,416 △48,286

投資その他の資産合計 1,335,137 1,342,289

固定資産合計 3,121,761 3,158,636

資産合計 12,712,450 12,959,301

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,518,444 6,680,923

1年内返済予定の長期借入金 422,500 451,666

未払法人税等 31,470 69,704

賞与引当金 91,345 127,722

その他 865,262 710,081

流動負債合計 7,929,022 8,040,097

固定負債

長期借入金 652,500 705,000

退職給付引当金 272,595 272,573

役員退職慰労引当金 158,938 155,338

その他 30,400 30,240

固定負債合計 1,114,433 1,163,151

負債合計 9,043,455 9,203,249

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 3,000,301 3,080,034

自己株式 △1,652 △1,350

株主資本合計 3,592,798 3,672,833

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 76,196 83,218

評価・換算差額等合計 76,196 83,218

純資産合計 3,668,994 3,756,052

負債純資産合計 12,712,450 12,959,301
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(2) 四半期連結損益計算書

（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 10,726,780

売上原価 9,050,759

売上総利益 1,676,021

販売費及び一般管理費

給料 323,759

賞与引当金繰入額 77,313

運賃 846,921

貸倒引当金繰入額 7,591

役員退職慰労引当金繰入額 3,600

その他 489,874

販売費及び一般管理費合計 1,749,061

営業損失（△） △73,039

営業外収益

物流業務受託収入 37,409

その他 45,349

営業外収益合計 82,759

営業外費用

物流業務受託収入原価 40,136

その他 18,096

営業外費用合計 58,233

経常損失（△） △48,514

特別利益

貸倒引当金戻入額 630

特別利益合計 630

特別損失

投資有価証券評価損 1,362

特別損失合計 1,362

税金等調整前四半期純損失（△） △49,246

法人税、住民税及び事業税 31,064

法人税等調整額 △47,138

法人税等合計 △16,073

四半期純損失（△） △33,172
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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）

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)

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 △49,246

減価償却費 51,530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600

投資有価証券評価損益（△は益） 1,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,371

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,377

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21

受取利息及び受取配当金 △3,477

支払利息 5,475

売上債権の増減額（△は増加） 408,509

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,243

仕入債務の増減額（△は減少） △162,479

その他の資産の増減額（△は増加） 50,510

その他の負債の増減額（△は減少） 142,872

小計 498,918

利息及び配当金の受取額 709

利息の支払額 △5,194

法人税等の支払額 △62,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,183

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 △15,235

無形固定資産の取得による支出 △525

投資有価証券の取得による支出 △2,201

その他投資等の取得等による支出 △5,960

その他投資等の解約等による収入 10,014

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 5,684

定期預金の預入による支出 △7,766

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △81,666

自己株式の取得による支出 △302

配当金の支払額 △46,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 286,663

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,308,915
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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) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

ａ.事業の種類別セグメント情報

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)

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

9,950,003 774,370 2,406 10,726,780 ─ 10,726,780

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,595 ─ 35,098 38,694 (38,694) ─

計 9,953,598 774,370 37,505 10,765,474 (38,694) 10,726,780

営業利益又は営業損失(△) 29,511 54,685 24,862 109,060 (182,099) △73,039

(注) １ 事業の区分方法

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

ｂ.所在地別セグメント情報

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)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な海外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ.海外売上高

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)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(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１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書

科 目

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)

金額

Ⅰ 売上高 10,411,154

Ⅱ 売上原価 8,745,770

　 売上総利益 1,665,383

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　1. 給与 317,511

　2. 賞与引当金繰入額 74,205

　3. 運賃 799,173

　4. 賃借料 85,138

　5. 減価償却費 25,792

　6. 貸倒引当金繰入額 2,207

　7. 役員退職慰労引当金繰入額 3,800

　8. その他 366,775

　 販売費及び一般管理費合計 1,674,605

　 営業損失 △9,221

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 2,819

　2. 受取配当金 1,621

　3． 事務手数料収入 6,234

  4.  協賛金収入 7,600

  5.  物流業務受託収入 39,215

　6. その他 14,608

　 営業外収益合計 72,100

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 5,760

　2. 物流業務受託収入原価 40,805

　3. その他 5,912

　 営業外費用合計 52,477

　 経常利益 10,401

Ⅵ 特別利益 965

Ⅶ 特別損失 ―

税金等調整前四半期純利益 11,366

法人税、住民税及び事業税 42,806

　 法人税等調整額 △34,085

　 四半期純利益 2,645
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「参考資料」

(要約)前四半期連結キャッシュフロー計算書

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)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 1.税金等調整前四半期(当期)純利益 11,366

　 2.減価償却費 44,165

　 3.貸倒引当金の増減額 1,242

　 4.賞与引当金の増減額 △44,151

　 5.退職給与引当金の増加額 3,956

　 6.役員退職慰労引当金増加額 3,800

　 7.受取利息及び受取配当金 △4,441

　 8.支払利息 5,760

　 9.売上債権の増減額 248,300

　 10.たな卸資産の増減額 53,430

　 11.仕入債務の増加額 224,680

　 12.その他 192,902

　 小計 741,013

　 13.利息及び配当金の受取額 1,920

　 14.利息の支払額 △5,497

　 15.法人税等の支払額 △132,915

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 604,520

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 1.有形固定資産の取得による支出 △27,930

　 2.無形固定資産の取得による支出 △82,602

　 3.投資有価証券の取得による支出 △4,220

　 4.その他投資等の解約等による収入 103

　 5.その他投資等の取得等による支出 △5,823

　 6.貸付けによる支出 △1,200

　 7.貸付金の回収による収入 1,202

　 8.定期預金の預入による支出 △7,545

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △128,016

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 1.長期借入金の返済による支出 △60,000

      2.配当金の支払額 △46,571

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △106,571

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 369,932

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,724,425

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,094,358
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6. その他の情報

該当事項はありません。
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