
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 
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(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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1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 21,237 ─ △28 ─ 27 ─ 11 ─

20年３月期第２四半期 20,796 △2.0 50 △47.7 125 △21.2 64 12.2

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 2 87 ─ ─
20年３月期第２四半期 16 66 ─ ─

 (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２四半期 12,854 3,708 28.8 955 99

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２四半期 3,708百万円 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 ─ ─ 0 00 ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 12 00 12 00

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）

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 42,000 △1.3 220 △22.5 300 △32.4 165 △31.4 42 53
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  [(注) 詳細は、５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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

１．平成20年11月12日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。本資料に掲載されている業
績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

２．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. 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

21年３月期第２四半期 3,882,500株  20年３月期 3,882,500株

21年３月期第２四半期 3,274株  20年３月期 2,475株

21年３月期第２四半期 3,879,356株 20年３月期第２四半期 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
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な原油、穀物相場の高騰による資源高が

もたらした全般的な物価上昇により、個人消費を中心に停滞感が顕著になった会計期間となりました。 

 食品業界全般におきましても、食料原材料の高騰による仕入原価の上昇に加え、食品の安心・安全に

対する対応の強化、燃料高騰による収益状況の悪化など、食に関連する事業者にとりましても数々の対

応を迫られる経営状況が続きました。 

 弊社が事業基盤とする外食市場におきましてもこうした経済環境の影響を大きく受け、消費低迷が外

食機会の減少に直結し、外食事業者によっては客数や客単価の減少が鮮明となる企業も見られました。

 このような事業環境の下、引き続き当社グループは事業ミッションである“頼れる食のパートナー”

の実現を目指し、業務用食材卸としての機能の強化に努めると共に、事業方針に“首都圏Ｎｏ１”を掲

げ、首都圏を本拠地とする外食店のお客様に対し、積極的な営業を中心に、メニュー提案や商品開発、

品質管理体制の強化を実施してまいりました。また、情報提供やお客様との交流を目的としたセミナー

や展示会の開催、お客様のニーズに合わせた商品開発を行うなど、お客様にとり価値ある情報の発信

や、お客様に喜ばれるメニュー・食材の提案、開発に注力して参りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は212億37百万円(前年同期比

2.1%増)となり、営業損失は28百万円、経常利益27百万円(前年同期比78.1%減)、四半期純利益11百万円

(前年同期比82.8%減)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、首都圏のお客様への積極的な営業を推進してきた結果、売上高は順調に

推移いたしました。しかしながら売上総利益率の低下や、物流費の上昇の影響からコストを計画通り抑制

することができませんでした。このような結果、売上高は197億１百万円、営業利益１億67百万円となり

ました。 

<通期の見通し> 

 下期の日本経済の見通しにつきましては、世界の原油、穀物相場は下落傾向にあるものの、米国に端を

発した金融不安の余波が世界経済に波及し、日本経済にも大きな影響を与え、上期に続き厳しい経済状況

が続くものと推測されます。 

 また、外食市場の状況につきましては、日本経済に対する先行き不安や、企業業績の悪化などから外食

を手控える傾向は一層強まり、厳しい市場環境は続くものと推測されます。 

 このような状況下、当社グループはこの環境を好機と捉え、首都圏を中心とした営業施策をより一層強

化する一方、商品政策、物流施策、情報システム、品質管理など部門個別の改善努力を重ね、コスト削減

を徹底し、厳しい経営環境に耐えうる企業体質への改革を進めてまいります。 

 しかしながら、下期におきましても原料・食材仕入コストの高止まりや物流コストの継続的な上昇、外

食市場環境の悪化に伴う受注金額の減少などが予測され、通期連結業績予測につきましては、売上高420

・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

(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を受託生産で

行ってまいりました。売上高は15億38百万円、営業利益１億５百万円となりました。

(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75百万円、営業利益48百万円となりました。
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億円(前年同期比1.3%減）、営業利益２億20百万円(前年同期比37.1%減)、経常利益３億円(前年同期比

28.3%減)、および当期純利益１億65百万円(前年同期比28.3%減)の見通しであります。 

  

 （業績予想に関する注意事項） 

 この資料に記載されております業績予想の数値に関しましては、現時点で入手可能な情報による判断お

よび仮定に基づき算定しており、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等はこ

の資料に記載されている予想とは異なる可能性があることをご承知おき下さい。 

  

※ 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。従いまして当第２四半期連結累計期間の損益計算書と前年

同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載してお

ります。 

  

(資産） 

当第２四半期末における総資産につきましては、流動資産が前連結会計年度末に比べ、44百万円減

少し、97億56百万円になりました。これは主として現金及び預金が６億26百万円増加し、受取手形及

び売掛金が５億92百万円減少したことによるものです。また、固定資産は前連結会計年度末に比べ、

59百万円減少し、30億98百万円となりました。これは主として無形固定資産が35百万円、投資その他

資産が28百万円減少したことによるものです。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１億４

百万円減少し、128億54百万円となりました。 

(負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、91億46百万円となりました。これ

は主として支払手形及び買掛金が６百万円増加し、１年以内返済予定の長期借入金が１億27百万円減

少し、長期借入金が81百万円増加したことによるものです。 

(純資産) 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、37億８百万円となりました。こ

れは主に利益剰余金が35百万円減少したことによるものです。この結果、自己資本比率は28.8%とな

りました。  

  

当第２四半期連結累計期間における業績の動向等を勘案し、平成20年５月16日付の当社「平成20年３

月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の通期連結業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成20年11月12日付で開示いたしました「平成21年度３月期第２四半期累計期間

（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益が4,083千円減少し、営業損失が4,083千円増加しております。     

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協賛金収入として営業外収益に計上しておりました。 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催事等振替原価として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、従来の方法とによった場合に比べて営業損失が28,958千円減少しておりますが、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。 

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,930,011 2,303,998 

受取手形及び売掛金 4,903,007 5,495,633 

商品及び製品 1,296,506 1,389,498 

原材料及び貯蔵品 150,733 133,441 

その他 493,962 499,731 

貸倒引当金 △18,183 △21,638 

流動資産合計 9,756,038 9,800,664 

固定資産 

有形固定資産 1,560,256 1,555,858 

無形固定資産 225,351 260,488 

投資その他の資産 

その他 1,371,714 1,390,576 

貸倒引当金 △58,404 △48,286 

投資その他の資産合計 1,313,309 1,342,289 

固定資産合計 3,098,918 3,158,636 

資産合計 12,854,957 12,959,301 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,687,659 6,680,923 

1年内返済予定の長期借入金 324,000 451,666 

未払法人税等 24,538 69,704 

賞与引当金 117,952 127,722 

その他 750,411 710,081 

流動負債合計 7,904,561 8,040,097 

固定負債 

長期借入金 786,000 705,000 

退職給付引当金 272,129 272,573 

役員退職慰労引当金 153,460 155,338 

その他 30,300 30,240 

固定負債合計 1,241,889 1,163,151 

負債合計 9,146,450 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 3,044,619 3,080,034 

自己株式 △1,652 △1,350 

株主資本合計 3,637,116 3,672,833 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 71,389 83,218 

評価・換算差額等合計 71,389 83,218 

純資産合計 3,708,506 3,756,052 

負債純資産合計 12,854,957 12,959,301 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 21,237,861 

売上原価 17,857,708 

売上総利益 3,380,153 

販売費及び一般管理費 

給料 654,199 

賞与引当金繰入額 100,805 

運賃 1,645,509 

貸倒引当金繰入額 14,926 

役員退職慰労引当金繰入額 7,230 

その他 986,220 

販売費及び一般管理費合計 3,408,891 

営業損失（△） △28,738 

営業外収益 

物流業務受託収入 78,058 

協賛金収入 53,661 

その他 59,683 

営業外収益合計 191,403 

営業外費用 

物流業務受託収入原価 83,254 

催事等振替原価 28,958 

その他 22,946 

営業外費用合計 135,159 

経常利益 27,505 

特別利益 

投資有価証券売却益 4,000 

貸倒引当金戻入額 746 

特別利益合計 4,746 

特別損失 

投資有価証券評価損 1,515 

特別損失合計 1,515 

税金等調整前四半期純利益 30,737 

法人税、住民税及び事業税 22,114 

法人税等調整額 △2,522 

法人税等合計 19,591 

四半期純利益 11,145 
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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２四半期連結累計期間 
(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 

税金等調整前四半期純利益 30,737 

減価償却費 105,438 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,878 

投資有価証券売却損益（△は益） △4,000 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,515 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,662 

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,770 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △444 

受取利息及び受取配当金 △5,869 

支払利息 10,931 

売上債権の増減額（△は増加） 592,626 

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,699 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,736 

その他の資産の増減額（△は増加） △5,880 

その他の負債の増減額（△は減少） 1,888 

小計 804,393 

利息及び配当金の受取額 1,835 

利息の支払額 △11,046 

法人税等の支払額 △62,373 

営業活動によるキャッシュ・フロー 732,809 

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 △38,716 

無形固定資産の取得による支出 △1,030 

投資有価証券の取得による支出 △4,433 

投資有価証券の売却による収入 4,000 

その他投資等の取得等による支出 △11,668 

その他投資等の解約等による収入 30,930 

貸付けによる支出 △1,000 

貸付金の回収による収入 8,324 

定期預金の預入による支出 △15,461 

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,056 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △346,666 

自己株式の取得による支出 △302 

配当金の支払額 △46,233 

財務活動によるキャッシュ・フロー △93,201 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 610,551 

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 2,632,804 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

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

  

 
(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 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

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

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ａ.事業の種類別セグメント情報

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

19,694,385 1,538,595 4,879 21,237,861 ─ 21,237,861

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

7,105 ─ 70,197 77,303 (77,303) ─

計 19,701,491 1,538,595 75,077 21,315,165 (77,303) 21,237,861

営業利益又は営業損失(△) 167,853 105,994 48,859 322,708 (351,446) △28,738

(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

ｃ.海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(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 20,796,838 100.0

Ⅱ 売上原価 17,419,495 83.8

   売上総利益 3,377,342 16.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 給与 642,689

 ２ 賞与引当金繰入額 92,372

 ３ 運賃 1,605,132

 ４ 賃借料 170,547

 ５ 減価償却費 53,349

 ６ 貸倒引当金繰入額 5,990

 ７ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

7,750

 ８ その他 748,569 3,326,400 16.0

    営業利益 50,942 0.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4,695

 ２ 受取配当金 2,150

 ３ 事務手数料収入 13,782

 ４ 協賛金収入 47,630

 ５ 物流業務受託収入 79,207

 ６ その他 33,463 180,929 0.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 11,420

 ２ 為替差損 406

 ３ 物流業務受託収入 
   原価

80,832

 ４ その他 13,684 106,343 0.5

    経常利益 125,529 0.6

Ⅵ 特別利益

  １ 会員権売却益 150

 ２ 貸倒引当金戻入益 1,098 1,248 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 50 50 0.0

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

126,727 0.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

29,807

   法人税等調整額 32,293 62,100 0.3

   中間(当期)純利益 64,627 0.3
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「参考」

前中間連結キャッシュ・フロー計算書

当中間連結会計期間

(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

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 126,727

 ２ 減価償却費 92,253

 ３ 固定資産除却損 50

 ４ 会員権売却益 △150

 ５ 役員退職慰労引当金の増減額 △4,184

 ６  貸倒引当金の増減額 4,412

 ７  賞与引当金の増減額 △21,030

 ８ 退職給付引当金の増減額 1,160

 ９ 受取利息及び受取配当金 △6,846

 10 支払利息 11,420

 11 売上債権の増減額 312,672

 12 棚卸資産の増減額 41,460

 13  仕入債務の増減額 344,527

 14 その他 △10,295

    小計 892,179

 15 利息及び配当金の受取額 3,087

 16 利息の支払額 △11,390

 17 法人税等の支払額 △133,021

   営業活動によるキャッシュ・フロー  750,855

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 △48,842

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △123,402

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △6,575

 ４ その他投資等の解約等による収入 3,603

 ５ その他投資等の取得等による支出 △11,194

 ６ 貸付けによる支出 △2,600

 ７ 貸付金の回収による収入 4,909

 ８ 定期預金の預入による支出 △15,173

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △199,274

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入による収入 100,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △136,666

 ３ 配当金の支払額 △46,301

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △82,967

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 468,613

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中間期末(期末)残高  3,193,039
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該当事項はありません。 

  
  

  

  

  

  

6. その他の情報
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