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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 19,875 ― 646 ― 685 ― 390 ―
20年3月期第3四半期 21,503 △11.7 769 △28.2 796 △27.4 351 △45.0

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3四半期 67.65 ―
20年3月期第3四半期 60.95 ―

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3四半期 20,151 13,886 68.9 2,407.11
20年3月期 16,600 13,681 82.4 2,371.57

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,886百万円 20年3月期  13,681百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 24,600 △6.5 664 △22.5 716 △20.0 412 △1.0 71.44

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  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） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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13日発表の通期連結業績予想を平成21年１月26日付けで修正しております。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、上記予想に関する事項は、添付資料の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をご参照ください。 
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。 
なお、第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  5,769,040株 20年3月期  5,769,040株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  86株 20年3月期  40株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,768,962株 20年3月期第3四半期  5,769,000株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機が深刻な影響を及ぼし急激な外需の落ち込

み並びに大幅な円高、株安と雇用不安などに幅広く影響した結果、個人消費が減退し企業の景況感を急速に冷え込

ませる傾向が強まりました。 

外食産業におきましては、原材料や運賃等の先安感が現れてきましたが、原料産地等の食品偽装事件が多発し、

国民の“食の安全・安心”に対する不安から消費意欲の減退による急激な市場環境の悪化とそれに伴う同業他社と

の競争が激化したことにより、経営環境は一段と厳しさを増しております。 

当社グループ（当社及び連結子会社）においては、国内景気後退による生活防衛意識に根ざした消費者の外食抑

制が強まる中、一層の営業強化に努めてまいりました。当社では、営業部と商品部が連携を取り、ＰＢ商品の開発

を推進するとともに、得意先との関係を強化するなど、総合的な対応力を引き上げて市場競争力の上昇に注力いた

しました。また、平成20年４月に海外への拡販を主業務とする特販事業部を設けて、アジア諸国を中心とする海外

への販売強化をはかりました。しかしながら、これらの実施施策も10月以降の大幅な国内外の景気後退、円高のあ

おりを受け当初の見込みを下回りました。 

特に、年間の約５分の１の売上を占める12月繁忙期を抱えた第３四半期においては、忘・新年会やおせち商材の

販売に全力を傾けてまいりましたが、景気減退のあおりを受けて外食支出が控えられたこと等により、第２四半期

までの売上減少分をカバーするには至りませんでした。その結果、ジーエフシー個別の売上高は、前年同期累計期

間に比べ７億６百万円の減少となりました。 

また、売上総利益に関しては、前期から実施している「小分け出荷の有料化施策」の実施により、売上総利益率

は前年同期累計期間１７．３％から０．４％上昇して１７．７％となったものの、売上高の減少分を補うことがで

きず５８百万円の減少となりました。販売管理費に関しては、売上拡大に向けて、全社各部で人員の強化を図った

ことによる人件費が増加したことなどにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ前年同期累計期間に比べ１億６１

百万円、１億５７百万円の減少となりました。 

前述の個別結果に加えて、当社グループでは、平成19年８月に連結子会社３社の全株式を譲渡した関係で、当第

３四半期連結累計期間において、連結子会社３社分の前年同期連結累計期間売上高８億８１百万円が連結業績に減

収の影響を与えております。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、１９８億７５百万円（前年同期比７．５％減）、

営業利益６億４６百万円（前年同期比１５．９％減）、経常利益６億８５百万円（前年同期比１４．０％減）、四

半期純利益３億９０百万円（前年同期比１０．９％増）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況） 

 当第３四半期連結累計期間末における資産の残高は、２０１億５１百万円（前連結会計年度末は１６６億円）

となり、３５億５１百万円増加いたしました。現金及び預金の減少（５１億５３百万円から３８億５５百万円、

１２億９８百万円減）があったものの、受取手形及び売掛金の増加（３１億５４百万円から７２億８８百万円、

４１億３３百万円増）並びに投資有価証券の増加（２億９１百万円から１４億７２百万円、１１億８０百万円

増）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

当第３四半期連結累計期間末における負債の残高は、６２億６５百万円（前連結会計年度末は２９億１９百万

円）となり、３３億４６百万円増加いたしました。未払法人税等の減少（３億３９百万円から２億４１百万円、

９７百万円減）があったものの、支払手形及び買掛金の増加（１７億８５百万円から４５億６１百万円、２７億

７６百万円増）並びに短期借入金５億円の発生が主な要因であります。 

（純資産の状況） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産の残高は、１３８億８６百万円（前連結会計年度末は１３６億 

８１百万円）となり、２億５百万円増加いたしました。その他有価証券評価差額金の減少（２９百万円から  

△１１百万円、４１百万円減）があったものの、利益剰余金の増加（９０億１３百万円から９２億５９百万円、

２億４６百万円増）が主な要因であります。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に

比べ７億９８百万円減少し３８億５５百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、８億４２百万円となりました。これは主

に仕入債務の増加額２７億７６百万円、税金等調整前四半期純利益６億７３百万円及び減価償却費２億２百万円

があったものの、売上債権の増加額４１億３３百万円及び法人税等の支払額が３億５４百万円により、資金が減

少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、２億９７百万円となりました。これは主

に定期預金の払戻による収入５億円及び有価証券の償還による収入５億円があったものの、投資有価証券の取得

による支出１２億５０百万円及び有形固定資産の取得による支出４５百万円により、資金が減少したことによる

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、３億４２百万円となりました。これは主

に配当金の支払額１億４４百万円があったものの、短期借入れによる収入５億円があったことによるものであり

ます。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績及び今後の業績などを踏まえて通期業績予想を見直した結果、平成20年５月

13日に発表しました平成21年３月期業績予想を修正致しました。 

詳細は平成21年１月26日に発表しております「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

   

該当事項はありません。     

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

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。 

なお、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

②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１四半期連結会

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）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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微

であります。 



③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 これにより固定資産に与える影響はなく、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益に与える影響もありません。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,855,211 5,153,591

受取手形及び売掛金 7,288,178 3,154,576

有価証券 － 498,629

商品及び製品 1,340,729 1,085,696

原材料及び貯蔵品 54,282 59,819

繰延税金資産 63,401 94,422

その他 30,469 89,940

貸倒引当金 △13,127 △14,240

流動資産合計 12,619,146 10,122,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,241,635 1,324,485

機械装置及び運搬具（純額） 327,685 378,461

土地 3,847,031 3,860,631

その他（純額） 99,099 116,171

有形固定資産合計 5,515,452 5,679,750

無形固定資産 61,301 71,779

投資その他の資産   

投資有価証券 1,472,205 291,550

繰延税金資産 244,284 204,185

その他 242,373 235,253

貸倒引当金 △3,077 △4,325

投資その他の資産合計 1,955,787 726,663

固定資産合計 7,532,540 6,478,193

資産合計 20,151,686 16,600,630



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,561,995 1,785,801

短期借入金 500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 6,704 20,032

未払法人税等 241,045 339,000

賞与引当金 86,139 130,531

役員賞与引当金 5,040 7,020

その他 437,961 240,499

流動負債合計 5,838,884 2,522,884

固定負債   

退職給付引当金 160,597 146,547

役員退職慰労引当金 228,170 216,445

その他 37,472 33,193

固定負債合計 426,239 396,185

負債合計 6,265,123 2,919,069

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,344,021 2,344,021

資本剰余金 2,295,156 2,295,156

利益剰余金 9,259,409 9,013,348

自己株式 △105 △60

株主資本合計 13,898,482 13,652,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,919 29,094

評価・換算差額等合計 △11,919 29,094

純資産合計 13,886,563 13,681,560

負債純資産合計 20,151,686 16,600,630



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,875,525

売上原価 16,299,191

売上総利益 3,576,334

販売費及び一般管理費 2,929,570

営業利益 646,763

営業外収益  

受取利息 16,593

受取配当金 3,498

受取賃貸料 11,723

その他 10,337

営業外収益合計 42,152

営業外費用  

支払利息 169

有価証券売却損 928

賃貸収入原価 2,713

営業外費用合計 3,811

経常利益 685,104

特別利益  

固定資産売却益 361

貸倒引当金戻入額 1,509

特別利益合計 1,871

特別損失  

固定資産売却損 28

固定資産除却損 170

減損損失 13,600

特別損失合計 13,799

税金等調整前四半期純利益 673,177

法人税、住民税及び事業税 264,899

法人税等調整額 17,991

法人税等合計 282,890

四半期純利益 390,286



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 673,177

減価償却費 202,948

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,392

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,049

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,725

減損損失 13,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,361

受取利息及び受取配当金 △20,091

支払利息 169

有価証券売却損益（△は益） 928

有形固定資産売却損益（△は益） △333

有形固定資産除却損 170

売上債権の増減額（△は増加） △4,133,601

たな卸資産の増減額（△は増加） △249,496

仕入債務の増減額（△は減少） 2,776,193

その他の資産の増減額（△は増加） 53,648

その他の負債の増減額（△は減少） 200,393

小計 △505,251

利息及び配当金の受取額 17,843

利息の支払額 △344

法人税等の支払額 △354,845

営業活動によるキャッシュ・フロー △842,598

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 500,000

有価証券の償還による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △45,594

有形固定資産の売却による収入 503

無形固定資産の取得による支出 △2,900

投資有価証券の取得による支出 △1,250,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △297,992

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △13,328

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △144,415

財務活動によるキャッシュ・フロー 342,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △798,379

現金及び現金同等物の期首残高 4,653,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,855,211



 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。 

 なお、第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

業務用加工食材の製造及び販売という単一事業であるため、記載を省略しております。  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の100分の10未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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 

 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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  21,503,411

Ⅱ 売上原価  17,532,848

売上総利益  3,970,562

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,201,446

営業利益  769,115

Ⅳ 営業外収益  34,148

Ⅴ 営業外費用  6,395

経常利益  796,868

Ⅵ 特別利益  60,948

Ⅶ 特別損失  151,122

 税金等調整前四半期純利益  706,694

 税金費用  355,062

 四半期純利益  351,632
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

  
前第３四半期累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  706,694

 減価償却費  208,044

 賞与引当金の減少額  △60,693

 役員賞与引当金の増加額  800

 役員退職慰労引当金の減少額  △5,053

 売上債権の増加額  △3,839,788

 たな卸資産の増加額  △271,687

 仕入債務の増加額  1,584,972

 その他  270,762

小計  △1,405,949

 法人税等の支払額  △473,949

 その他  3,805

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,876,093

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有価証券の取得による支出  △1,796,654

 有価証券の償還による収入  1,900,000

 有形固定資産の取得による支出  △474,468

 無形固定資産の取得による支出  △30,519

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 

 200,521

 その他  104,054

投資活動によるキャッシュ・フロー  △97,067

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入れによる収入  2,390,000

 短期借入金返済による支出  △1,650,000

 長期借入れによる収入  200,612

 長期借入金返済による支出  △200,535

 配当金の支払額  △132,379

財務活動によるキャッシュ・フロー  607,697

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △1,365,463

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,095,771

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  3,730,308
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

業務用加工食材の製造及び販売並びに高級和食惣菜の製造及び販売という単一事業であるため、記載を省略し

ております。  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の100分の10未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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