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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 28,656 ― △206 ― △366 ― △293 ―

20年3月期第3四半期 28,403 3.0 100 △61.7 139 △51.0 △20 ―

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 △36.71 ―

20年3月期第3四半期 △2.60 ―

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 19,770 6,722 33.0 817.67
20年3月期 18,750 7,264 37.7 884.14

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,533百万円 20年3月期  7,064百万円

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  有  
 

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 2.00

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  有  
 

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 36,164 △1.3 △123 ― △313 ― △217 ― △27.18

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） 

（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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.業績予想につきましては、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。 
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 平成19年３月14日）および「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 平成19年３月14日）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。  

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3四半期  8,000,000株 20年3月期  8,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,150株 20年3月期  10,150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  7,989,850株 20年3月期第3四半期  7,989,850株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融危機、それに伴う株式・為替・商品市場の急激な変動などにより、企業業績や雇用の悪化が顕著と

なり、所得の低迷に起因する個人消費の落ち込みなどにより、景気は急速に悪化してまいりました。 

当社グループの主力マーケットである飲料・食品業界におきましては、景気の大幅な悪化とともに外

食・個人消費がより停滞するなかで、食品表示の偽装問題や中国製食品における有害物質の混入事件な

ど、食の安全性を脅かす事件が後を絶たず、食の安心安全がますます強く求められるようになりました。

このような状況の中で、当社グループは「THE GLOBAL FOOD MERCHANDISER」を目指すべき企業像と

して掲げ、 適産地の発掘から製造、流通、販促提案、品質管理等の全ての工程に関わり合って商品の価

値を高めていく、いわゆるマーチャンダイジング活動に全力を注ぎ、「食」を通じて人々とともに喜びを

共有できる企業を目指しております。また、当期は業績の回復を 重要課題として取り組んでまいりまし

たが、残念ながら当第３四半期連結累計期間にその成果をあげることができませんでした。 

その結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は28,656百万円（前年同期比0.9％増）と増加いた

しました。当期は業績の回復を 重要課題として取り組み、損益面では、販売費および一般管理費におい

て、前年同期比で役員報酬等人件費37百万円、運送料等物流費40百万円の削減、キャッシュ・フロー面で

は、前年同期比で在庫852百万円を削減いたしました。しかしながら、取引先の倒産により売上債権の取

立不能の見込みが生じたため、貸倒引当金を販売費および一般管理費に487百万円、営業外費用に51百万

円を計上いたしました。また、世界的な金融危機の深刻化による株価下落の影響により、確定給付企業年

金の年金資産の時価評価が低下し、退職給付費用157百万円を販売費および一般管理費に計上いたしまし

た。 

そのため、営業損益は206百万円の損失、経常損益は366百万円の損失、四半期純損益は293百万円の損

失となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間における各品目別の売上高の状況は次のとおりであります。 

コーヒー生豆の売上高につきましては、販売数量が減少したものの、相場上昇に伴う販売単価の上昇お

よびプレミアムコーヒーが順調に増加いたしましたことにより、3,753百万円（前年同期比1.4％増）とな

りました。 

飲料製品および原料の売上高につきましては、インスタントコーヒーが減少したものの、レギュラーコ

ーヒーが微増し、飲料メーカー向け紅茶原料、家庭用紅茶ティーバッグおよび海外向けコーヒー飲料製品

が増加いたしましたことにより、3,645百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

常温食品の売上高につきましては、メーカー商品の国内販売が減少したものの、 海外の新規得意先増

加により輸出が増加いたしましたことおよび マッシュルーム缶詰やコーン缶詰ならびにイタリアからの

輸入パスタが増加いたしましたことにより、7,608百万円（前年同期比0.2％増）となりました。 

冷凍食品の売上高につきましては、冷凍調理加工品、食品メーカー向けのタコ加工品および外食店向け

のエビ加工品が減少したものの、メーカー商品の国内販売および東南アジア向けの輸出が増加いたしまし

たことにより、7,800百万円（前年同期比0.6％増）となりました。 

食品原料の売上高につきましては、トマト加工品、メーカー向けフルーツ缶詰および国内産の生鮮野菜

が増加したものの、小豆加工品、栗原料・栗甘露煮製品および輸入の生鮮野菜が減少いたしましたことに

より、5,344百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

その他の売上高につきましては、503百万円（前年同期比47.8％増）となりました。 

  

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
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(1)資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が19,770百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,020百万円の増加となりました。これは主に当第３四半期連結会計期間末の休日要因による売上債権の

増加によるものであります。 

負債合計は13,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,562百万円の増加となりました。これは主

に当第３四半期連結会計期間末の休日要因による仕入債務の増加によるものであります。 

純資産は当第３四半期連結累計期間において293百万円の四半期純損失となりましたことと繰延ヘッジ

損益が104百万円の減少となりましたこと等により、前連結会計年度末に比べて541百万円減少の6,722百

万円となりました。 

  

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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） 

営業活動の結果得られた現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は363百万円となりまし

た。 

これは、主にたな卸資産の減少額747百万円および仕入債務の増加額1,015百万円等に対し、売上債権

の増加額1,454百万円等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） 

投資活動の結果得られた資金は65百万円となりました。 

これは、投資有価証券の償還による収入109百万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） 

財務活動の結果得られた資金は266百万円となりました。 

これは、借入金の収支による支出134百万円および社債の発行による収入487百万円等によるものであ

ります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間末における資金は、前連結会計年度末に比べ644百万円増加

し、2,131百万円になりました。 

  

通期業績予想につきましては、平成20年11月11日に発表いたしました平成21年３月期通期業績予想(連

結・個別)を修正しております。 

詳細につきましては、本日発表しております「平成21年３月期 通期（連結・個別）業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照願います。 

  

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 平成19年３月14日)

および「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 平成19年３月

14日)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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動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売上総利益は19,688千円減少し、営業損失、経常損失およ

び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ19,688千円増加しております。 

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)

(2) 簡便な会計処理およ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 2,228,754 1,579,740

受取手形及び売掛金 7,133,890 5,679,421

商品及び製品 3,577,966 4,195,441

未着商品 486,887 615,579

仕掛品 12,546 7,916

原材料及び貯蔵品 57,180 63,520

その他 379,212 398,519

貸倒引当金 △120,918 △3,492

流動資産合計 13,755,519 12,536,646

固定資産   

有形固定資産 2,683,489 2,710,499

無形固定資産 17,243 14,716

投資その他の資産   

投資有価証券 2,842,814 2,966,683

その他 926,458 568,351

貸倒引当金 △467,765 △46,711

投資その他の資産合計 3,301,507 3,488,323

固定資産合計 6,002,239 6,213,538

繰延資産 12,771 －

資産合計 19,770,530 18,750,185
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（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 4,172,670 3,156,722

短期借入金 1,468,000 936,800

1年内償還予定の社債 70,000 －

1年内返済予定の長期借入金 974,608 1,027,004

未払法人税等 7,190 20,908

賞与引当金 41,072 107,969

その他 1,732,493 1,491,309

流動負債合計 8,466,035 6,740,714

固定負債   

社債 430,000 －

長期借入金 3,209,299 3,823,025

退職給付引当金 107,168 43,633

その他 835,731 878,538

固定負債合計 4,582,199 4,745,196

負債合計 13,048,234 11,485,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 623,200 623,200

資本剰余金 357,000 357,000

利益剰余金 5,997,291 6,370,464

自己株式 △4,929 △4,929

株主資本合計 6,972,562 7,345,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,806 51,618

繰延ヘッジ損益 △437,728 △333,231

評価・換算差額等合計 △439,535 △281,613

少数株主持分 189,269 200,152

純資産合計 6,722,296 7,264,274

負債純資産合計 19,770,530 18,750,185
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(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 28,656,480

売上原価 25,371,284

売上総利益 3,285,196

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 487,693

報酬及び給料手当 849,203

賞与引当金繰入額 35,909

その他 2,119,305

販売費及び一般管理費合計 3,492,112

営業損失（△） △206,916

営業外収益  

受取利息 9,270

受取配当金 2,789

持分法による投資利益 34,062

受取賃貸料 18,900

その他 24,491

営業外収益合計 89,513

営業外費用  

支払利息 93,899

為替差損 61,890

貸倒引当金繰入額 51,242

その他 42,286

営業外費用合計 249,317

経常損失（△） △366,720

特別利益  

賞与引当金戻入額 5,653

特別利益合計 5,653

特別損失  

固定資産除却損 9,340

投資有価証券評価損 2,999

特別損失合計 12,340

税金等調整前四半期純損失（△） △373,407

法人税、住民税及び事業税 6,569

法人税等調整額 △83,634

法人税等合計 △77,065

少数株主損失（△） △3,067

四半期純損失（△） △293,274
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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損失（△） △373,407

減価償却費 110,292

貸倒引当金の増減額（△は減少） 538,479

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,535

受取利息及び受取配当金 △12,059

支払利息 93,899

為替差損益（△は益） 42,871

持分法による投資損益（△は益） △34,062

固定資産除却損 9,340

投資有価証券評価損益（△は益） 2,999

売上債権の増減額（△は増加） △1,454,469

たな卸資産の増減額（△は増加） 747,877

仕入債務の増減額（△は減少） 1,015,947

その他の資産の増減額（△は増加） △345,453

その他の負債の増減額（△は減少） 122,323

その他 △4,137

小計 457,080

利息及び配当金の受取額 13,730

利息の支払額 △93,732

法人税等の支払額 △13,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 363,958

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,005

有形固定資産の取得による支出 △82,485

無形固定資産の取得による支出 △5,270

投資有価証券の取得による支出 △7,672

子会社株式の取得による支出 △1,300

投資有価証券の償還による収入 109,350

貸付けによる支出 △115,689

貸付金の回収による収入 150,899

その他の支出 △19,138

その他の収入 41,547

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,236

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 1,838,000

短期借入金の返済による支出 △1,306,800

長期借入れによる収入 125,000

長期借入金の返済による支出 △791,122

社債の発行による収入 487,210

配当金の支払額 △79,785

少数株主への配当金の支払額 △5,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 266,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 644,009

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,131,281
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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 平成19年３月14日)お

よび「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 平成19年３月14日)

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。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 

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) 

当社グループは同一セグメントに属する食品等の製造、加工、販売を行っており、該当事業以外に事

業の種類がないため該当事項はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

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所在する連結子会社および在外支店がないため該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高 

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。 

  

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

(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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生産、受注および販売の状況 

当社グループ(当社および連結子会社)は単一セグメントに該当するため、品目別に生産、受注および販

売の状況を記載しております。 

(1) 生産実績および受注状況 

当社グループのうち連結子会社において飲料製品(レギュラーコーヒー)の生産を行っておりますが、

グループ事業全体における重要性が低いため、生産実績および受注状況については記載しておりませ

ん。 

  

(2) 商品仕入実績 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記のコーヒー生豆の金額には、飲料製品および原料の製品を連結子会社２社で生産するために使用する 

原料分を含んでおります。 

  

(3) 販売実績 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他

品目別 金額（千円） 前年同四半期比(％)

コーヒー生豆 3,496,134 95.18

飲料製品および原料 2,264,923 102.97

常温食品 6,646,553 97.08

冷凍食品 6,739,890 89.63

食品原料 4,859,063 94.62

その他 426,351 147.42

合計 24,432,917 95.21

品目別 金額（千円） 前年同四半期比(％)

コーヒー生豆 3,753,147 101.37

飲料製品および原料 3,645,694 104.04

常温食品 7,608,940 100.25

冷凍食品 7,800,870 100.61

食品原料 5,344,268 96.94

その他 503,560 147.82

合計 28,656,480 100.89

石光商事㈱（2750）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

― 10 ―



(要約)前四半期連結損益計算書 

                          (単位：千円) 

「参考」

科 目

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)

金 額

 Ⅰ 売上高 28,403,711

 Ⅱ 売上原価 25,283,983

    売上総利益 3,119,728

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,018,941

     営業利益 100,786

 Ⅳ 営業外収益 165,631

  １ 受取利息 8,927

  ２ 受取配当金 2,761

  ３ 持分法による投資利益 114,172

  ４ その他 39,770

 Ⅴ 営業外費用 127,223

  １ 支払利息 76,680

  ２ 手形売却損 14,432

  ３ 為替差損 15,560

  ４ その他 20,549

      経常利益 139,194

 Ⅵ 特別利益 9,033

  １ 固定資産売却益 70

  ２ 投資有価証券売却益 720

  ３ 貸倒引当金戻入益 8,243

 Ⅶ 特別損失 6,474

  １ 固定資産売却損 6,275

  ２ 固定資産除却損 91

  ３ 投資有価証券評価損 108

      税金等調整前四半期純利益 141,753

      税金費用 156,378

      少数株主利益 6,162

      四半期純損失(△) △ 20,787
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