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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 32,199 ― 336 ― 435 ― 228 ―

20年3月期第2四半期 29,830 5.2 282 △24.0 248 △37.5 93 △57.5

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2四半期 24.72 ―

20年3月期第2四半期 10.12 ―

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2四半期 24,547 10,083 41.1 1,089.85
20年3月期 23,592 9,926 42.1 1,072.82

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,083百万円 20年3月期  9,926百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 64,700 5.8 810 0.7 870 38.0 430 41.9 46.47

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

（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。  

(2) 四半期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） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

1.上記予想は、本資料の発表日現在における将来の予想の前提に基づいて作成しており、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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  9,255,000株 20年3月期  9,255,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,843株 20年3月期  2,669株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  9,252,280株 20年3月期第2四半期  9,252,543株

2..当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期前半は、原油高騰に始まり、穀物相場の高騰、世界的な食料需給バランスの変化により国内諸物価が

上昇し、後半においては、アメリカの大手証券会社の破綻に起因し、金融危機が全世界に波及し、証券市場の大暴落

により世界経済が混乱を来たしました。 

 食品業界におきましても、中国産鰻の国産偽装、事故米の食用への転売、中国産食品のメラミン検出等、食の 

安心・安全を根本から揺るがす事件が多発致しました。 

 また、外食産業界におきましては、ガソリン価格の高止まりにより消費者の節約意識が尚一層強くなり郊外型の 

飲食店が苦戦を強いられ、不採算店の整理をする企業も出てきました。ファーストフード、牛丼、回転寿司チェーン

が好調な一方、メニュー単価の値上げは来店客の減少に繋がり、消費不振と相俟って外食市場規模は、２年振りに 

前年を下回りました。 

 このような市場環境の中、当社は、今期の基本方針に「安心・安全の追求」「人材の育成」「適正利益の確保」を

掲げ取り組んで参りました。地域密着型営業活動の一環として「秋・冬提案会 テーマは喜食満面」を、８月から 

９月にかけ、全国13会場で開催し、新製品を業界一早くお客様に紹介致しました。 

 値上がり商品につきましては、全社一丸となってお客様に値上げをご納得頂けるよう努めました。また、全社的に

物流の効率化、改善に取り組み、販売費及び一般管理費の圧縮に努めました。 

 営業所政策としましては、６月に浦和営業所を移転し、「さいたま営業所」として開設致しました。７月末には、

サンプラザ本店を新築移転のため、一時閉鎖しました。その結果、全国47事業所、サンプラザ３店合計50ヶ所となり

ました。 

 商品政策としましては、新規に自社ブランド商品15品を開発し販売致しました。また、お客様のコスト削減の一助

として、食用油還元浄化装置「インスパイヤ－」及び厨房用靴「クッカリースニーカー」の販売にも注力致しまし

た。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高321億99百万円（前年同期比7.9％増）、 

営業利益３億36百万円（前年同期比19.1％増）、経常利益４億35百万円（前年同期比75.4％増）、 

四半期純利益２億28百万円（前年同期比144.3％増）となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期末の総資産は、245億47百万円となり、前事業年度末と比較して９億54百万円増加しました。 

 主な要因は、現金及び預金が13億30百万円増加したことや有価証券が２億99百万円減少したことです。 

 負債は、144億63百万円となり、７億97百万円増加しました。買掛金が５億36百万円増加したことが主な要因 

です。 

 純資産は100億83百万円となり、１億57百万円増加しました。利益剰余金が１億45百万円増加したこと等により 

ます。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比較し、 

13億30百万円増加して、当第２四半期末には71億5百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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２四半期累計期間の営業活動による資金収支は、12億35百万円の収入となりました。 

これは、税引前四半期純利益が4億20百万円であったことや仕入債務が5億36百万円増加したことが主たる要因で 

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間の投資活動による資金収支は、1億79百万円の収入となりました。 

これは、敷金及び保証金の差入による支出が86百万円、有形固定資産の取得による支出が64百万円あったものの、

有価証券の償還による収入が3億円であったことが主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間の財務活動による資金収支は、83百万円の支出となりました。 

これは、配当金の支払が83百万円であったことが主たる要因であります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。お客様にメニュー提案やＰＢ・新商品

提案を通じて、食材の売価改訂とお客様にとってメリットのある提案をすることを最重点課題として推進して参り 

ます。  

 営業基盤・地域密着サービスの強化を図るために、12月には浜松営業所を新築移転致します。 

 引き続き企業の社会的責任を果たすべく企業倫理、法令遵守、環境問題、食育に取組み、全社的に「いい会社を 

つくろう」運動を推進して参ります。 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期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。 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等 

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次総平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の 

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。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に対する影響は軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,105,961 5,775,080

受取手形及び売掛金 6,974,843 7,060,370

有価証券 － 299,894

商品 1,706,493 1,721,597

繰延税金資産 177,737 182,637

未収入金 300,236 447,823

その他 91,129 65,605

貸倒引当金 △11,887 △12,049

流動資産合計 16,344,513 15,540,959

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,780,105 1,847,833

減価償却累計額 △707,512 △747,063

建物（純額） 1,072,592 1,100,770

建物附属設備 2,037,818 2,040,918

減価償却累計額 △1,361,997 △1,382,339

建物附属設備（純額） 675,821 658,578

構築物 126,864 129,174

減価償却累計額 △89,593 △88,801

構築物（純額） 37,270 40,373

機械及び装置 157,753 148,346

減価償却累計額 △111,580 △106,523

機械及び装置（純額） 46,172 41,823

車両運搬具 5,195 5,195

減価償却累計額 △4,637 △4,417

車両運搬具（純額） 557 777

工具、器具及び備品 343,371 352,593

減価償却累計額 △278,828 △292,942

工具、器具及び備品（純額） 64,542 59,651

土地 3,288,005 3,281,705

有形固定資産合計 5,184,962 5,183,681

無形固定資産   

商標権 49 78

ソフトウエア 19,825 24,338

ソフトウエア仮勘定 4,719 －

電話加入権 26,614 26,614

施設利用権 904 956

無形固定資産合計 52,112 51,987
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 810,004 737,940

関係会社株式 24,500 24,500

敷金及び保証金 1,150,529 1,079,004

会員権 61,240 81,740

保険積立金 103,920 99,790

長期預金 500,000 500,000

破産更生債権等 27,213 63,236

繰延税金資産 344,547 336,204

その他 13,964 12,807

貸倒引当金 △70,487 △119,826

投資その他の資産合計 2,965,432 2,815,397

固定資産合計 8,202,507 8,051,066

資産合計 24,547,020 23,592,025

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,023,407 9,487,380

未払金 114,737 35,888

未払費用 772,863 724,040

未払法人税等 217,652 168,441

賞与引当金 325,000 267,439

役員賞与引当金 － 6,200

その他 72,481 46,341

流動負債合計 11,526,141 10,735,731

固定負債   

退職給付引当金 799,379 765,434

役員退職慰労引当金 191,118 205,775

収用関係仮受金 1,777,283 1,777,283

その他 169,632 181,754

固定負債合計 2,937,413 2,930,247

負債合計 14,463,555 13,665,979
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,305,700 1,305,700

資本剰余金 1,233,690 1,233,690

資本準備金 1,233,690 1,233,690

利益剰余金 7,439,895 7,294,429

利益準備金 154,131 154,131

その他利益剰余金 7,285,764 7,140,298

任意積立金 4,600,000 4,600,000

繰越利益剰余金 2,685,764 2,540,298

自己株式 △2,227 △2,097

株主資本合計 9,977,058 9,831,722

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,407 94,324

評価・換算差額等合計 106,407 94,324

純資産合計 10,083,465 9,926,046

負債純資産合計 24,547,020 23,592,025
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 32,199,095

売上原価 26,948,171

商品期首たな卸高 1,721,597

当期商品仕入高 26,933,068

商品期末たな卸高 1,706,493

売上総利益 5,250,923

販売費及び一般管理費 4,914,525

営業利益 336,397

営業外収益  

受取利息 9,398

有価証券利息 910

受取配当金 5,075

複合金融商品評価益 56,897

受取賃貸料 16,567

雑収入 11,379

営業外収益合計 100,227

営業外費用  

雑損失 1,058

営業外費用合計 1,058

経常利益 435,566

特別利益  

貸倒引当金戻入額 24,175

特別利益合計 24,175

特別損失  

固定資産除却損 2,261

投資有価証券評価損 6,373

その他 30,521

特別損失合計 39,156

税引前四半期純利益 420,585

法人税、住民税及び事業税 203,547

法人税等調整額 △11,698

法人税等合計 191,848

四半期純利益 228,736
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 420,585

減価償却費 106,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49,501

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,944

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,657

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,200

受取利息及び受取配当金 △15,383

複合金融商品評価損益（△は益） △56,897

有形固定資産除却損 2,261

投資有価証券評価損益（△は益） 6,373

売上債権の増減額（△は増加） 85,527

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,103

その他の流動資産の増減額（△は増加） 121,522

差入保証金の増減額（△は増加） △6,656

破産更生債権等の増減額（△は増加） 36,022

仕入債務の増減額（△は減少） 536,027

未払金の増減額（△は減少） 41,148

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,167

未払費用の増減額（△は減少） 48,822

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,750

その他の固定負債の増減額（△は減少） △12,121

小計 1,361,064

利息及び配当金の受取額 15,818

法人税等の支払額 △141,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,235,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △64,839

無形固定資産の取得による支出 △4,719

投資有価証券の取得による支出 △1,202

敷金及び保証金の差入による支出 △86,811

敷金及び保証金の回収による収入 21,943

会員権の売却による収入 20,500

保険積立金の積立による支出 △4,129

その他 △1,376

投資活動によるキャッシュ・フロー 179,364
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △129

配当金の支払額 △83,372

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,330,880

現金及び現金同等物の期首残高 5,775,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,105,961
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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 

 該当事項はありません。 

（５）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   29,830,294 100.0 

Ⅱ 売上原価   24,962,379 83.7 

売上総利益   4,867,914 16.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,585,397 15.4 

営業利益   282,517 0.9 

Ⅳ 営業外収益   49,697 0.2 

Ⅴ 営業外費用   83,884 0.3 

経常利益   248,330 0.8 

Ⅵ 特別利益   751 0.0 

Ⅶ 特別損失   23,059 0.1 

税引前中間純利益   226,022 0.7 

法人税、住民税 
及び事業税 125,970     

法人税等調整額 6,413 132,383 0.4 

中間純利益   93,638 0.3 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 226,022 

減価償却費 102,725 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,083 

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,802 

退職給付引当金の増減額 
（△は減少） 16,400 

役員退任慰労引当金の増減額 
（△は減少） 7,551 

役員賞与引当金の増減額 
（△は減少） 

△22,000 

受取利息及び受取配当金 △20,582 

複合金融商品評価損益（△は益） 82,689 

有形固定資産除却損 130 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,977 

会員権評価損 2,857 

売上債権の増減額（△は増加） △27,132 

たな卸資産の増減額（△は増加） △240,206 

その他流動資産の増減額 
（△は増加） 64,799 

差入保証金の増減額（△は増加） △6,795 

破産更生債権等の増減額 
（△は増加） 50,076 

仕入債務の増減額（△は減少） 703,040 

未払金の増減額 
（△は減少） 

△18,041 

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,011 

未払費用の増減額（△は減少） 23,420 

その他流動負債の増減額 
（△は減少） 27,385 

その他固定負債の増減額 
（△は減少） 1,450 

小計 974,037 

利息及び配当金の受取額 19,700 

法人税等の支払額 △21,008 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 972,729 
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前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 2,000 

有形固定資産の取得による支出 △118,750 

無形固定資産の取得による支出 △1,724 

投資有価証券の取得による支出 △2,278 

敷金及び保証金の差入による支出 △58,639 

敷金及び保証金の回収による収入 20,464 

保険積立金の積立による支出 △4,129 

投資その他の資産の増減額 
（△は増加） 

△2,923 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△165,982 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △117 

配当金の支払額 △83,395 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△83,512 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 723,234 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 3,852,710 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末残高 

4,575,944 
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