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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 264,424 2.8 2,398 9.4 2,502 7.8 1,035 △7.6

20年3月期 257,232 3.3 2,193 △5.0 2,321 △6.5 1,120 △20.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 51.29 ― 4.3 2.9 0.9
20年3月期 55.47 ― 4.7 2.6 0.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  6百万円 20年3月期  12百万円

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 85,857 25,567 28.3 1,203.04
20年3月期 86,455 25,115 27.6 1,179.97

（参考） 自己資本   21年3月期  24,286百万円 20年3月期  23,821百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,913 △807 △262 9,832
20年3月期 1,157 △2,216 △134 8,979

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 202 18.0 0.8
21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 202 19.5 0.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 10.00 10.00 16.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

135,000 1.2 1,120 20.5 1,120 10.2 500 43.3 24.77

通期 268,000 1.4 2,550 6.3 2,550 1.9 1,250 20.7 61.92
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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）  有  

（注）クリーンライフ九州(株)については、平成21年1月13日に清算結了しております。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 2社 （社名 エコーフーズ（株）、シンセイ酒類（株） ） 除外 1社 （社名 クリーンライフ九州（株）  )

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 20,519,212株 20年3月期 20,519,212株

② 期末自己株式数 21年3月期  331,999株 20年3月期  331,103株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 236,390 4.5 2,394 13.0 2,450 10.0 1,472 25.5
20年3月期 226,299 2.4 2,118 13.1 2,228 13.0 1,173 △3.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 72.90 ―

20年3月期 58.08 ―

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 78,817 22,745 28.9 1,126.44
20年3月期 78,250 21,841 27.9 1,081.68

（参考） 自己資本 21年3月期  22,745百万円 20年3月期  21,841百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によ
って異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては6ページ「次期の見通し」をご参照ください。 
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における我が国の景気は、前半、米国経済の景気悪化や原油・原材料高の

影響から個人消費や企業の設備投資の伸びが鈍化し、後半には米国発の金融危機に伴う世界

経済の減速から株安・円高が大幅に進行して原油・原材料価格も反転いたしましたが、牽引役

の輸出が大幅に減少し、その結果、個人消費や企業の設備投資が一段と冷え込むなど、急速に

悪化してまいりました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、市場争奪戦の激化から企業の

淘汰と再編がさらに進み、系列化の進行も一層加速してきております。また、景気悪化に伴う消

費不振とオーバーストアなどに起因する激しい価格競争の中で、生き残りをかけた機能充実とロ

ーコスト競争が一段と熾烈化しております。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社 13 社と持分法適用関連会社１社を含め、

物流を伴う現物問屋として、情報・物流・リテールサポート・品揃え・品質管理などの各機能を充

実させた提案を行い、関連各部門の連携強化による総合力を活かした商流の構築に努めてまい

りました。 

また、加工食品をはじめ酒類や配合飼料、小麦粉などの商品においては原価高騰による販売

価格への価格転嫁と量的拡売を実施した結果、売上高は 2,644 憶 24 百万円（前年同期比 2.8%

増）となり、71 億 93 百万円の増収となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレ

ーションの追求による経費の節減に努力した結果、営業利益は 23 億 98 百万円（前年同期比

9.4%増）となり２億５百万円の増益、経常利益は 25 億２百万円（前年同期比 7.8%増）となり１億 81

百万円の増益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

（食品関連事業） 

加工食品関連では、原材料の高騰などからメーカー各社が価格改定を行い、また、輸入食品

に対する不安から、食の「安全」 「安心」が改めて見直されております。さらに、少子高齢化の進

展と後半の急激な景気悪化の影響から消費が落ち込み、消費者の低価格志向もあいまって業

界を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。 

このような環境の下、自社商品の開発や地場商品の発掘に力を入れることにより、「安全」 「安

心」な商品の供給と市場のニーズに対応し、また、お得意先様の売場活性化のために、市場デ

ータを活用したマーチャンダイジングの推進による棚割・販促企画での対応など、リージョナル卸

の役割として商材提案と売場提案を強化しております。 

また、物流においては特に前半、燃料費の高騰が大きく影響する中、量販店向け専用配送セ
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ンター化への対応や、加工食品と酒類との統合物流および商品入荷の集約物流などを展開す

ることにより、さらなるローコストオペレーションを実現し、卸機能の強化とサービスレベルの向上

を推進してまいりました。 

生鮮食品関連では、前半は原油・穀物の高騰による原材料の値上げ、後半は米国発の金融

危機に端を発する世界経済の失速による円高および原料価格の急激な下落という激動の１年と

なりました。また、農産・水産業界では偽装の発覚が相次ぎ、食材選定・供給にも支障をきたす

状況となりました。 

このような環境の下、食材の専門チーム・商品開発・品質管理スタッフの強化を図り、産地・仕

入先との信頼関係強化に努め、安心・安全な食材の提供を進めてまいりました。 

 糖粉関連では、穀物の２年間にわたる暴騰相場が終わりを告げ、世界経済悪化の影響から後

半は一転して下げの局面となりました。あわせて、国内景気の悪化とともに消費が減退し、値下

げに拍車がかかる状況となってまいりました。そうした中、新規顧客の開拓や新商材の拡販を図

りながら、履歴のたどれる「安全」 「安心」な商品を適正価格で供給すべく、各メーカーと連携し

努力してまいりました。 

酒類関連では、全般的なアルコール消費減少傾向の中、昨年９月に発覚した事故米混入問

題で、焼酎市場は多大な損害を蒙り、一時的な売上減少の大きな要因となりました。そうした中、

九州各地域の蔵元様と焼酎の信頼回復に向けた地道な取り組みを積極的に行ってまいりまし

た。 

また、当社の柱として取り組んでおります本格焼酎の試飲会を東京･大阪･福岡で継続実施し、

焼酎情報機能としてのホームページ「焼酎紀行」の充実を含め、一昨年より宮城県仙台市に駐

在員を常駐させて「焼酎のヤマエ」として本格焼酎の全国的な市場拡大に努めてまいりました。さ

らに高収益商品として、回復が見られる地方清酒と輸入ワインのチャネル開拓を行い、拡売を図

ってまいりました｡ 

飼料畜産関連では、穀物相場が急騰・下落する中、畜水産物の価格は景気悪化に伴う消費低

迷により相場安で推移し、期待の年末需要も振るわず、生産者を取り巻く環境は厳しい状況とな

ってまいりました。また、食の「安全」 「安心」に対する消費者ニーズは一段と高まって来ておりま

す。 

そうした中、優良お得意先様との取り組みを強化し、畜水産物の取り扱い拡大と、配合飼料を

中心とした主力商品の売上拡大を図ってまいりました。 

この結果、売上高は 2,379 億 35 百万円（前年同期比 4.3%増）となり、営業利益は 31 億 45 百

万円（前年同期比 5.4%増）となりました。 

 

（住宅関連事業） 

住宅関連では、一時回復しつつあった新設住宅着工戸数が、米国発金融危機に端を発した

世界的な景気悪化の影響から、再び減少傾向となりつつあります。このような環境の下、プレカッ

トを中心とした関連商材販売、また、従来から取り組んでおります「通気断熱ＷＢ工法」の会員獲
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得活動とエンドユーザーへの広報活動を通して、トータル提案・トータル受注活動を推進し、売

上拡大に努めてまいりました。 

一方、本年10月より施行される住宅瑕疵担保履行法に対応すべく、住宅保険の代理店登録を

行い、お得意先様・工務店様への支援を通して、連携強化を図ってまいりました。 

この結果、売上高は 142 億 20 百万円（前年同期比 7.9％減）、営業損益は 61 百万円（前年同

期比 － ％）の損失となりました。 

 

（賃貸事業） 

福岡地区の賃貸事業は、新築ビル建設増から募集面積が増加してテナント誘致競争に厳しさ

が増す中、世界的景気悪化の影響から、撤退や賃貸面積縮小の動きが目立ち始めてまいりまし

た。 

このような環境の下、「安全・安心・快適」をモットーにテナントビルの入居者確保に努めました。 

この結果、賃貸収入は 12 億 78 百万円（前年同期比 6.9％増）となり、営業利益は４億 61 百万

円（前年同期比 19.7％増）となりました。 

 

（運輸燃料関連事業） 

運輸関連業界では、前半、急激な燃料高が経営を圧迫する一方で、運賃への価格転嫁は思う

ように進まず、厳しい状況下に置かれました。その後、後半に入りますと燃料価格は下落したもの

の、今度は世界的な景気悪化から企業の設備投資や個人消費が低迷し、その結果、貨物輸送

量が急減するとともに、同業者間の競争激化からかつてない厳しい状況となりました。 

このような環境の下、積載効率の向上などによる経費節減策や、低公害車の導入などによる環

境対策にも積極的に取り組むとともに、物流品質の向上にも努めてまいりました。 

燃料関連では、今期燃料価格が急騰・急落する中、世界的な景気悪化による個人消費の低迷

から、ガソリンをはじめ洗車や油外商品の販売は低調に推移し、売上確保に苦戦を強いられまし

た。そうした中、採算販売の徹底とローコストオペレーション、そして油外収益の向上を図り、地域

密着でお客様の顔が見える顧客第一主義を徹底し、車のことなら何でも相談できるＳＳ（サービス

ステーション）づくりに努めてまいりました。 

この結果、事業収入および売上高は 129 億 72 百万円（前年同期比 9.9％減）となり、営業利益

は 55 百万円（前年同期比 20.9%増）となりました。 

 

（その他事業） 

保険関連では、自動車保険、火災保険および生命保険などの取り扱い拡大を引き続き進める

とともに、情報処理サービス事業関連におきましては、小売業向け Web-EDI（データ交換）など

の運用受託サービスおよび企業向けソリューションビジネス（システム開発）の受注活動に努めて

まいりました。 

レンタカー事業関連では、世界的な景気悪化による消費者マインドの冷え込みから、需要が伸
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び悩んでおります。そうした中、売上拡大を図るとともにコストダウンおよび配車の効率化を図り、

ローコストオペレーションに努めてまいりました。 

この結果、事業収入および売上高は 21 億 94 百万円（前年同期比 1.9%減）、営業損益は 28

百万円（前年同期比 137.0%減）の損失となりました。 

 

次期の見通し 

日本経済は、昨年の米国発の金融危機に端を発した世界的な景気悪化の影響から急速に悪

化し、景気回復に転ずるにはまだまだ程遠い状況下にあります。よって、次期においても景気低

迷が続くものと思われます。 

また、当企業グループが主に属する流通業界では、景気悪化から個人消費が冷え込むととも

に、節約ムードから低価格志向が強まり、値下げ圧力が急激に強まってきており、適正な営業利

益の確保がますます難しいという状況下にあります。 

そうした中で、「お得意先様の繁栄なくして当企業グループの繁栄なし」の信念のもと、基幹系

システム PLISM の全面活用により、「商流・物流の分離」および「営業利益管理の強化」への対応

を行い、問屋機能のさらなる強化・充実に全力を尽くすとともに、これからも商品の安全・安心を

追求するために品質管理に力を入れ、さらなる飛躍を目指してまいります。 

当企業グループの中核であります食品関連事業につきましては、部門間の連携強化およびロ

ーコストオペレーションの一環として、関連する組織から順次統合・再編を進めております。また、

精度の高い需要予測に基づいたメーカー様への自動補充発注や、お得意先様との EDI（データ

交換）に対応する高度な商流および物流システム、酒小売免許の実質自由化に伴う常温統合物

流提案、さらにはお得意先様からメーカー様までをカバーするネットワークを活用した商談・情報

共有システムなどにより、サプライチェーン（メーカー様・当企業グループ・小売業様）全体のコス

トダウンと最適化、各企業利益の最大化を今後も積極的に推し進めてまいります。 

また、住宅関連事業におきましては、室内を快適な空間に保つ「通気断熱 WB 工法」と、高精

度・低コストで住宅建築の工期短縮を図れる「プレカット」の２本柱を提案機能とし、各メーカー

様・お得意先様・工務店様の組織化を図り、１棟当たりの納入率を引き上げるトータル提案・トー

タル受注に努めてまいります。以上のような方針の下、グループ一丸となって業績の向上に邁進

する所存でございます。 

 次期の見通しにつきましては、連結売上高 2,680 億円、連結営業利益 25 億 50 百万円、連結

経常利益 25 億 50 百万円、連結当期純利益 12 億 50 百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、８億 21 百万円増加し、460 億 29 百万円になりまし

た。これは主に、現金及び預金が８億 53 百万円増加したことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、14 億 19 百万円減少し、398 億 28 百万円となりま

した。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて５億 98 百万円減少し、858 億 57 百万円とな

りました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 31 億 36 百万円減少し、494 億 28 百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が４億１百万円、短期借入金が４億 19 百万円、一年以内

償還予定の社債が 15 億円、未払金が６億 53 百万円減少したためであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、20 億 86 百万円増加し、108 億 61 百万円になりま

した。これは主に、長期借入金が 21 億 24 百万円増加したためであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、10 億 51 百万円減少し、602 億 90 百万

円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、４億 52 百万円増加し、255 億 67 百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金が８億 33 百万円増加したことと、その他有価証券評価差額金が３

億 74 百万円減少したためであります。 

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度に比べて、23 円７銭増加し、1,203 円４銭とな

りました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の 27.6％から 28.3％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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８億 53 百万円増加し、当連結会計年度末には、98 億 32 百万円となりました。 

当連結会計年度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。 

（イ）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資金は 19 億 13 百万円（前連結会計年度比 65.3％増）となり、前連

結会計年度に比べ７億 56 百万円の収入の増加になりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益 24 億９百万円と売上債権の増加額２億 35 百万円、仕

入債務の減少額２億 56 百万円などによるものであります。 
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（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は８億７百万円（前連結会計年度比 63.6％減）となり、前連結会

計年度に比べ 14 億９百万円の支出の減少になりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出７億 65 百万円と貸付による支出６億 78 百万円、

貸付金の回収による収入８億 53 百万円などによるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果支出した資金は２億 62 百万円（前連結会計年度比 96.4％増）となり、前連結

会計年度に比べ１億 29 百万円の支出の増加となりました。 

これは主に、短期借入金の純増加額３億円、長期借入による収入 66 億円及び長期借入金の

返済による支出 51 億 96 百万円、社債の償還による支出 15 億円などによるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

自己資本比率(%) 25.3 27.7 26.5 27.6 28.3

時価ベースの 

自己資本比率(%) 
21.9 26.6 23.0 21.0 17.8

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(%) 
407.1 890.3 274.4 1,529.8 936.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 
16.5 7.3 25.7 4.2 6.9

 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

(注２) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての 

負債を対象としております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当企業グループは、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主様に対する利益配分を

重要政策の一つとして認識し、収益の向上に努め、安定した配当を継続することを基本方針とし

ております。 
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内部留保資金につきましては、経営基盤の充実強化と将来的な事業展開に充当する所存で

あります。 

 

 

（4）事業等のリスク 

当企業グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因

については以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計

年度末現在において当企業グループが判断したものであります。 

 

①得意先様について 

当企業グループの売上高における上位のお得意先様において、突発的な出来事により異

常が発生した場合には、当企業グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

②仕入先様について 

当企業グループと特約店契約により安定した取引を行っている仕入先様において、メーカー

の予期せぬ出来事により供給が不可能となった場合には、当企業グループの業績に影響が及

ぶ可能性があります。 

③食の安全 

当企業グループの中には豆腐並びに弁当・惣菜工場があります。工場におきましては厳正

なる衛生管理と製品につきましては十分な品質管理を行い、安全安心な食材を提供することを

使命としておりますが、当企業グループにおける衛生問題及び社会全般の衛生問題が発生し

た場合には、当企業グループの業績に影響を与える可能性があります。 

④経済状況 

国内景気の停滞局面では消費者の購買意欲の低下により、当企業グループの業績に影響

を与える可能性があります。 

また、激化する価格低下競争の環境の中で収益性に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤自然災害等 

当企業グループは九州、中国、関西、関東地区等に事業を展開しており、自然災害等が発

生した地域においては物流やサービスの提供などに遅延や停止が生じる可能性があります。 

なお、コンピューターシステムにおきましては、十分な対策を採っておりますが、壊滅的な損

害を被った場合、当企業グループの業務に遅延が発生する可能性があります。このようなこと

が長引くようであれば、経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

⑥偶発事象 

予期しえない法律・規制、感染症、訴訟等により、当企業グループの業績に変動を及ぼす可

能性があります。 
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２．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

日本経済は、米国発の金融危機に伴う世界的な景気悪化の影響から急激に悪化し、非常に

厳しい状況下に置かれております。 

また、当企業グループが主に属する流通業界では、景気後退の影響から消費が低迷する中、

依然として小売市場の寡占化とオーバーストア状態が進行し、競争もますます激化するなど厳し

い環境が続いております。 

このような環境の下、将来に亘り健全な発展を図るため、体質改善と基盤の再構築を最優先課

題として経営方針を次のように掲げ、業績の向上に努めてまいります。 

①売上拡大と適正利益の確保 

景気後退に伴う生活防衛とデフレ圧力ならびに同業者間の競争が一段と激化する中、業績を

維持することはとても困難な状況下ではありますが、当企業グループとして継続的な発展を図る

ため、売上拡大と適正利益の確保に全力で取り組んでまいります。 
そのために、既存店のシェアアップと新規取引先の開拓、新商材・新規事業の開発育成に努

めるとともに、グループ企業間および部門間の連携強化による相互補完や相乗効果を発揮し、

情報の共有化・商品のフルライン化を図り、営業力のさらなる強化を推し進めてまいります。 

さらに当企業グループでは、業績不振は変化対応力の欠如と捉えて課題の先送りをすることな

く、危機意識に裏付けられた素早い変化への対応で業績の向上に努めてまいります。 

②業務改革の強力推進 

お得意先様ならびにお取引先様に役立つ問屋機能のさらなる強化を図るため、新たに構築し

た基幹系システム PLISM（プリズム）の全面活用を軸に、全ての業務を全面的に見直して、業務

改革の強力推進を図ってまいります。 

また、より合理的・戦略的な組織体制とするために組織の再編を推し進めるとともに、営業およ

び物流拠点の整備も積極的に行い、さらに経費削減キャンペーンの促進等を通じてローコストオ

ペレーションの推進を図ってまいります。 

③コンプライアンス体制の確立 

法令遵守の重要性を役職員全員が深く認識したうえで、コンプライアンス体制の確立を図り、

倫理観・道徳観に基づいた善悪の基準を厳守してまいります。 

また、内部統制システムの確立を図るとともに、健全堅実な経営により社会に信頼され続ける企

業として努力してまいります。 

④組織の活性化と人材育成、人間性の向上 

企業にとって、人材育成は最も重要な課題であります。よって「企業は人なり」と捉え、誰とでも、

何でも本音で話せる風通しの良い職場を目指してまいります。また、いかなる環境であっても、明

るく、活き活き、伸び伸びと、常に目標にチャレンジする自主性と主体性を持った企業集団づくり

を行ってまいります。 
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（2）目標とする経営指標 

経営の主たる指標として、自己資本比率を使用しております。自己資本比率の向上は、当企

業グループ全体の重要課題と認識し、自己資本の充実による安定的な経営を目指しておりま

す。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

①当企業グループは、九州で生まれ育ち、九州・沖縄に根ざした現物問屋として進んでまいりま

したが、まだ九州地区に深耕する余地は十分あると思われます。そのために、「情報機能」・

「物流機能」・「リテールサポート機能」・「品揃え機能」の強化を引き続き図ってまいります。 

②商圏の拡大として、中国地区・関西地区・関東地区を視野に入れ、これらの地区でも引き続き

事業の規模拡大を図ってまいります。 

③お得意先様の物流に対する提案やニーズにお応えするために、物流機能の強化充実をより

一層進めてまいります。また、事業所についても部門間の連携強化やローコストオペレーション

の一環として統合を必要な地区から順次進めてまいります。 

④取扱商品には責任を持ち、どこで、どのように作られているかを確かめることで、品質管理の強

化を図ってまいります。 

⑤新商材の取り扱いや新規事業の開発育成に努めてまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

①当企業グループは、物流を伴う現物問屋として、各地域に物流センターを設置してまいりまし

たが引き続きお得意先様との取組強化に伴い、物流センターをより充実させるための設備投資

を行い、また、平成19年４月より物流部を新設するなど物流機能の強化充実を図り、商流・物流

両面からの機能提案を進めてまいります。 

②多様化する消費者ニーズに柔軟かつ迅速に対応するために、先端のＩＴ技術やマネジメント手

法を取り入れた営業支援ツールの開発を進めるとともに、お得意先様の販売チャネルの開拓

や売場作りの強化に対応できる提案型営業社員の育成に努めてまいります｡ 

（具体的には） 

（イ） 営業社員の営業力・企画提案力の強化を図るために、社内スクールを平成 21 年１月に開

校し、マーケティング理論、マーチャンダイジング理論、商圏分析・商圏調査手法、社内営

業支援ツール活用技術、プレゼンテーション能力などのカリキュラムを習得させることで、

今まで以上にお得意先様のお役に立てる営業社員の育成に取り組んでまいります。 

（ロ） 棚割システムや商圏分析システムなどの営業支援ツールに加え、営業活動を総合的にサ

ポートする営業支援システム（セールス・パートナー）の食品関連部門への普及と活用推

進活動を開始し、また、営業支援システムの更なる機能強化にも、積極的に取り組んでま

いります。 
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（ハ）地域密着の卸売業として、従来の情報提供機能（消費トレンド、テレビコマーシャル情報

や食に関する番組情報など）に加えて、地域情報（地域催事情報、地域食文化、地域食

材など）の提供機能を強化してまいります。 

以上のことを実践し、お得意先様の「売上と利益の増大」を実現する営業活動を推進して行く

ことで、お得意先様との強固なパートナーシップを構築するとともに、同業他社との差別化を図

ってまいります。 

③当企業グループは、物流を伴う現物問屋として、各営業地域における汎用物流センターの設

置と、お得意先様の商品調達機能強化に向けた共同配送事業への取り組みを拡大することで、

物流機能の強化に努めてまいりました。 

また、平成19年には物流部を新設するとともに、㈱豊田自動織機様とコンサルタント契約を締

結して、物流品質の向上とローコストオペレーションの更なる推進に向けた専任要員育成のた

めの指導を受けてまいりました。今後はこの専任要員を中心に、既存物流センターの物流品質

の向上とローコストオペレーションの更なる推進に取り組んでまいります。併せて、デジタルタコ

グラフ、天然ガス車などの導入により、環境負荷軽減にも取り組んでまいります。 

④卸売業界を取り巻く激しい事業環境変化の中で勝ち残るためには、常に新たな企業価値の向

上を求め、組織体制・諸制度・業務プロセスの改革に取り組むことが必要です。そのため、業務

改革委員会を設けて見直し作業を行っております。 

また、平成17年より基幹系システムPLISM（プリズム）の販売・在庫管理系システムを稼動させ、

平成18年には経理系システムを全社一斉に立ち上げました。これにより、全社的に統一された

情報インフラが構築されることとなりました。 

今後も引き続き、組織体制・諸制度・業務プロセスの改革に取り組んでまいります。 
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2【連結財務諸表】
(1)【連結貸借対照表】

　　　(百万円未満四捨五入)

前連結会計年度
(平成20年3月31日)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 8,979 9,832

　　受取手形及び売掛金 27,706 27,904

　　たな卸資産 4,415 ―

　　商品及び製品 ― 4,346

　　仕掛品 ― 37

　　原材料及び貯蔵品 ― 170

　　未収入金 3,480 3,345

　　繰延税金資産 705 692

　　その他 485 358

　　貸倒引当金 △ 564 △ 656

　　流動資産合計 45,207 46,029

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 29,327 29,348

　　　　減価償却累計額 △ 15,701 △ 16,576

　　　　建物及び構築物(純額) 13,626 12,772

　　　機械装置及び運搬具 2,573 2,507

　　　　減価償却累計額 △ 2,048 △ 1,997

　　　　機械装置及び運搬具(純額) 525 510

　　　工具器具備品 1,217 1,266

　　　　減価償却累計額 △ 859 △ 959

　　　　工具器具備品(純額) 357 307

　　　土地 17,281 17,291

　　　リース資産 ― 473

　　　　減価償却累計額 ― △ 52

　　　　リース資産(純額) ― 421

　　　建設仮勘定 ― 46

　　　有形固定資産合計 31,789 31,346

　　無形固定資産

　　　無形固定資産 1,508 996

　　　無形固定資産合計 1,508 996

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 6,342 5,864

　　　長期貸付金 541 571

　　　繰延税金資産 7 9

　　　その他 1,712 1,618

　　　貸倒引当金 △ 652 △ 576

　　　投資その他の資産合計 7,951 7,486

　　固定資産合計 41,248 39,828

　資産合計 86,455 85,857
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　　　(百万円未満四捨五入)

前連結会計年度
(平成20年3月31日)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 28,261 27,860

　　短期借入金 12,420 12,000

　　一年以内償還予定の社債 1,500 ―

　　リース債務 ― 61

　　未払金 5,432 4,780

　　未払法人税等 810 553

　　未払消費税等 43 145

　　賞与引当金 707 711

　　役員賞与引当金 7 7

　　その他 3,386 3,312

　　流動負債合計 52,565 49,428

　固定負債

　　長期借入金 3,781 5,905

　　リース債務 ― 377

　　繰延税金負債 1,639 1,467

　　退職給付引当金 935 892

　　役員退職慰労引当金 320 242

　　負ののれん 17 9

　　その他 2,083 1,969

　　固定負債合計 8,775 10,861

　負債合計 61,340 60,290

純資産の部

　株主資本

　　資本金 1,026 1,026

　　資本剰余金 946 946

　　利益剰余金 20,052 20,885

　　自己株式 △ 340 △ 341

　　株主資本合計 21,684 22,516

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 2,157 1,783

　　繰延ヘッジ損益 △ 19 △ 13

　　評価・換算差額等合計 2,138 1,770

　少数株主持分 1,293 1,281

　純資産合計 25,115 25,567

負債純資産合計 86,455 85,857
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(2)【連結損益計算書】

　　　(百万円未満四捨五入)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

売上高 257,232 264,424

売上原価 236,114 244,221

売上総利益 21,118 20,203

販売費及び一般管理費

　従業員給与及び賞与 4,874 4,867

　荷造・運搬費 5,429 5,019

　その他 8,621 7,920

　販売費及び一般管理費合計 18,925 17,805

営業利益 2,193 2,398

営業外収益

　受取利息及び配当金 166 144

　持分法による投資利益 12 6

　その他 382 364

　営業外収益合計 559 514

営業外費用

　支払利息 247 269

　社債利息 21 7

　その他 164 134

　営業外費用合計 432 410

経常利益 2,321 2,502

特別利益

　固定資産売却益 66 8

　投資有価証券売却益 11 ―

　貸倒引当金戻入額 69 26

　持分変動益 26 ―

　国庫補助金 ― 9

　事業譲渡益 ― 12

　その他 ― 6

　特別利益合計 171 61

特別損失

　固定資産売却損及び除却損 65 51

　減損損失 80 38

　投資有価証券評価損 107 56

　その他 39 11

　特別損失合計 292 155

税金等調整前当期純利益 2,200 2,409

法人税、住民税及び事業税 1,200 1,314

法人税等調整額 △ 131 65

法人税等合計 1,069 1,378

少数株主利益 11 ―

少数株主損失 ― 5

当期純利益 1,120 1,035
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

　　　(百万円未満四捨五入)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 1,026 1,026

　　当期末残高 1,026 1,026

　資本剰余金

　　前期末残高 946 946

　　当期末残高 946 946

　利益剰余金

　　前期末残高 19,135 20,052

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　　連結子会社の除外による減少 ― △ 1

　　　当期純利益 1,120 1,035

　　　当期変動額合計 917 833

　　当期末残高 20,052 20,885

　自己株式

　　前期末残高 △ 249 △ 340

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △ 91 △ 1

　　　当期変動額合計 △ 91 △ 1

　　当期末残高 △ 340 △ 341

　株主資本合計

　　前期末残高 20,858 21,684

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　　連結子会社の除外による減少 ― △ 1

　　　当期純利益 1,120 1,035

　　　自己株式の取得 △ 91 △ 1

　　　当期変動額合計 826 832

　　当期末残高 21,684 22,516

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 3,163 2,157

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,006 △ 374

　　　当期変動額合計 △ 1,006 △ 374

　　当期末残高 2,157 1,783

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 △ 26 △ 19

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 6

　　　当期変動額合計 7 6

　　当期末残高 △ 19 △ 13
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　　　(百万円未満四捨五入)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 3,136 2,138

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 999 △ 368

　　　当期変動額合計 △ 999 △ 368

　　当期末残高 2,138 1,770

少数株主持分

　前期末残高 1,314 1,293

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 20 △ 12

　　当期変動額合計 △ 20 △ 12

　当期末残高 1,293 1,281

純資産合計

　前期末残高 25,308 25,115

　当期変動額

　　剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　連結子会社の除外による減少 ― △ 1

　　当期純利益 1,120 1,035

　　自己株式の取得 △ 91 △ 1

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,019 △ 380

　　当期変動額合計 △ 193 452

　当期末残高 25,115 25,567
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(4)　【連結キャッシュ･フロー計算書】

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

減価償却費

減損損失

事業譲渡損益（△は益）

のれん償却額

貸倒引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

支払利息

固定資産除売却損益（△は益）

投資有価証券売却損益（△は益）

投資有価証券評価損

売上債権の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

仕入債務の増減額（△は減少）

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の還付額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

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

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

投資有価証券の償還による収入

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

営業譲受による支出

事業譲渡による収入

子会社株式の取得による支出

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

社債の償還による支出

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

少数株主への配当金の支払額

リース債務の返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

連結子会社追加による増加額

現金及び現金同等物の期末残高

△ 88

10,172 8,979

△ 1,193 843

△ 6

△ 203

△ 6

△ 134 △ 262

― △ 258

前 連 結 会 計 年 度

48

―

△ 167

286

2,290 853

△ 45

117

△ 678

（百万円未満四捨五入）

38

当 連 結 会 計 年 度

（ 自 平 成 20 年 04 月 01 日 ）

（ 至 平 成 21 年 03 月 31 日 ）

―

17

△ 1,570

144

△ 46

31

△ 277

25

△ 797

△ 78

43

269

3,598

1,913

―

0

△ 83

△ 765

50

△ 4

2,200

1,918

80

1

（ 至 平 成 20 年 03 月 31 日 ）

（ 自 平 成 19 年 04 月 01 日 ）

10

2,409

△ 42

4

7

2,003

16

1

△ 12

△ 256

△ 144

―

△ 342

△ 235

12

300

△ 202

△ 5,196

△ 1,500

△ 807

△ 20

△ 0

6,600

1,157

△ 2,820

△ 533

166

△ 10

―

△ 4,287

△ 313

△ 1,748

81

16

3,750

700

8,979 9,832

― 10

△ 166

268

56

△ 137

△ 9

107

948

△ 2,216

△ 1

1,794

―

△ 276

7

△ 49

△ 2,851

―
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  (5)【継続企業の前提に必要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

 

    該当事項はありません。 

 

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

 

会計方針の変更 

 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年 4 月 01 日） 

（至 平成 20 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 4 月 01 日） 

（至 平成 21 年 3 月 31 日） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ 21 百万円減少し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、軽微で

あります。 

 

当連結会計年度より、「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、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益がそれぞれ 3 百万円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載しております。 

 

 

―  

（リース取引に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会

計基準」 （企業会計基準委員会 平成 5 年 6 月

17 日 最終改正平成 19 年 3 月 30 日企業会計

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」  （企業会計基準委員会 平

成 6 年 1 月 18 日 最終改正平成 19 年 3 月 30

日 企業会計基準適用指針第 16 号）を適用し、

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

処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理に変更し、リース資産として計上しており

ます。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース

期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ

て、当連結会計年度のリース資産が有形固定資

産に 421 百万円計上されており、損益への影響

は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載しております。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年 4 月 01 日） 

（至 平成 20 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 4 月 01 日） 

（至 平成 21 年 3 月 31 日） 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書） 

「過年度法人税等」は金額が僅少となったた

め、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示

することに変更しております。 

なお、当連結会計年度の「法人税、住民税及

び事業税」に含めた「過年度法人税等」は７百万

円であります。 

 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表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）が適用と

なることに伴い、前連結会計年度において「たな

卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年

度から「商品及び製品」 「仕掛品」 「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」 「仕掛品」 「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ 4,220 百万円、33 百万円、162 百万円であり

ます。 

 

 

― 

 

 

 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年 4 月 01 日） 

（至 平成 20 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 4 月 01 日） 

（至 平成 21 年 3 月 31 日） 

平成 19 年度の法人税法改正に伴い、平成 19

年 3 月 31 日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の 5％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の 5％相当

額と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益がそれぞれ 23 百万円減少し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、軽微で

あります。 

 

 

― 
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（連結貸借対照表関係） （百万円未満四捨五入）

（1） 有形固定資産の減価償却累計額 18,609 （1） 有形固定資産の減価償却累計額 19,584

（2） 担保資産及び担保付債務 （2） 担保資産及び担保付債務

建物及び構築物 426 建物及び構築物 398
土地 1,696 土地 1,717
投資有価証券 2,888 投資有価証券 2,747

5,010 4,862

（3） （3）

投資有価証券（株式） 78 投資有価証券（株式） 82

（4） 保証債務 （4） 保証債務

㈱スーパー大浦 68 ㈱スーパー大浦 58

従業員（持家・財形等） 46 ㈱まるいストア 32
㈱まるいストア 43 従業員（持家・財形等） 29
宇佐パン粉㈲ 23 宇佐パン粉㈲ 12
直崎英彦 12 直崎英彦 9
甲斐三男 5 甲斐三男 4
㈲森養鶏場 4 ㈲森養鶏場 3
㈲磯辺養豚 3 ㈲磯辺養豚 2

204 149

（5） （5）

土地 87 5

1

87

93

（6） （6）

1,585 1,377

圧縮記帳

連結財務諸表提出会社は、手形債権の一部を譲
渡し、債権の流動化を行っております。

国庫補助金等の圧縮記帳額を当該資産取得額か
ら控除しております。

手形債権流動化

  土地

　　　　計

  機械装置及び運搬具

  建物及び構築物

百万円（短期借入金1,020百万円、長期借入金
1,428 百 万 円 ） 及 び未 払金 191 百 万円 の担 保と

して供している資産（連結貸借対照表計上額）は、

非連結子会社及び関連会社に係る注記

　　　　計

次のとおりであります。

支払手形及び買掛金6,335百万円、借入金2,503 支払手形及び買掛金6,627百万円、借入金2,447

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年3月31日現在） (平成21年3月31日現在）

連結子会社を除く会社等の銀行取引等に対して
次のとおり保証を行っております。

なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的
の留保金額 683百万円を、未収入金に含めて表示
しております。

受取手形の債権流動化による譲渡残高

連結財務諸表提出会社は、手形債権の一部を譲
渡し、債権の流動化を行っております。

次のとおりであります。

連結子会社を除く会社等の銀行取引等に対して
次のとおり保証を行っております。

　　　　計

圧縮記帳

国庫補助金等の圧縮記帳額を当該資産取得額か
ら控除しております。

手形債権流動化

百万円（短期借入金1,682百万円、長期借入金
821 百 万 円 ） 及 び 未 払 金 202 百 万 円 の 担 保 と

して供している資産（連結貸借対照表計上額）は、

非連結子会社及び関連会社に係る注記

　　　　計　　　　計

なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的
の留保金額 605百万円を、未収入金に含めて表示
しております。

受取手形の債権流動化による譲渡残高
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（連結損益計算書関係） （百万円未満四捨五入）

（1） 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 （1） 固定資産売却益の内容は次の通りであります。

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具
工具器具備品
土地 63

計 66

（2） （2）

固定資産 固定資産 固定資産 固定資産

売 却 損 除 却 損 売 却 損 除 却 損

建物及び構築物 － 57 57 建物及び構築物 － 24 24
機械装置及び運搬具 － 6 6 機械装置及び運搬具 0 2 2
工具器具備品 － 2 2 工具器具備品 － 1 1

  計 － 65 65 解体費用等 － 23 23
その他（無形固定資産） 0 0 0

計 0 50 51

（３） 減損損失 （３） 減損損失

用途 種類 場所

営業権 無形固定資産
福岡県
福岡市博多区

工場
建物及び構築
物・土地・その他

福岡県
朝倉市

（至　平成21年3月31日）
（自　平成19年4月01日） （自　平成20年4月01日）

当連結会計年度

（至　平成20年3月31日）

前連結会計年度

2

（ 連結子会社 ）

（経緯）

計

（ 連結子会社 ）

用途

当企業グループは、損益管理を合理的に行える拠
点単位によって資産のグルーピングを行っておりま
す。

　当企業グループは、以下の資産グループについ
て減損損失を計上しました。

（ 連結財務諸表提出会社 ）

0

固定資産売却損及び除却損の内訳は次の通りであ
ります。

当企業グループの回収可能価額の算定方法は、
正味売却価額及び使用価値を使用しており、正味
売却価額については不動産鑑定評価額等により算
定を行い、また使用価値については将来キャッシュ
フローを2％で割り引いて算定しております。

種類 場所

（経緯）
事業用不動産については、営業損益の悪化が見

られると同時に地価等がさらに下落したため、並び
に短期的に業績の回復が見込まれないため、土地
について、「減損損失」80百万円の計上に至りまし
た。

建物及び構築
物・土地・その他

福岡県
筑紫野市

支店

用途

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に
記載しております。

種類 場所

店舗
建物及び構築
物・土地・その他

福岡県
福岡市東区

（グルーピングの方法）
当企業グループは、損益管理を合理的に行える拠

点単位によって資産のグルーピングを行っておりま
す。

（回収可能価額の算定方法）

固定資産売却損及び除却損の内訳は次の通りであ
ります。

当企業グループの回収可能価額の算定方法は、正
味売却価額及び使用価値を使用しており、正味売却
価額については不動産鑑定評価額等により算定を行
い、また使用価値については将来キャッシュフローを
2％で割り引いて算定しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記
載しております。

（回収可能価額の算定方法）

（グルーピングの方法）

営業権を譲り受けた事業の営業損益の悪化が続
き、並びに短期的に業績の回復が見込まれないた
め、のれんについて、「減損損失」38百万円の計上に
至りました。

当企業グループは、以下の資産グループについて
減損損失を計上しました。

計

8
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　　（連結株主資本等変動計算書関係）

　　　前連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

　　　　1．発行済株式に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　単元株式の市場からの取得による増加 株

　　単元未満株式の買取請求による増加 株

　　持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分 株

　　　　3．配当に関する事項

(1)　配当支払額

平成20年
6月30日

202普通株式 利益剰余金 10
平成20年
3月31日

10 平成19年3月31日

配当の総額
（百万円）

前連結会計年度末株式の種類

普通株式（株） 20,519,212

1株当たり
配当額（円）

決　　議 株式の種類 配当の原資

(2)　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

基準日 効力発生日

　　　　2．自己株式に関する事項

前連結会計年度末

平成19年6月28日
定時株主総会

決　　議

平成20年6月27日
定時株主総会

株式の種類 減少

－88,768普通株式（株） 242,335

88,000

203

株式の種類
1株当たり

配当額（円） 基準日

平成19年6月29日

効力発生日
配当金の総額

（百万円）

379

普通株式

減少

増加

－

389

当連結会計年度末

331,103

20,519,212－

当連結会計年度末

増加
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　　　当連結会計年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

　　　　1．発行済株式に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　単元未満株式の買取請求による増加 株

　　持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分 株

　　　　3．配当に関する事項

(1)　配当支払額

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（百万円未満四捨五入）

現金及び預金 現金及び預金
預入期間が３ヶ月を超える 預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 定期預金
現金及び現金同等物 現金及び現金同等物

減少

増加

－

442

当連結会計年度末

331,999

20,519,212－

当連結会計年度末

増加

平成20年6月30日

効力発生日
配当金の総額

（百万円）

454

202

株式の種類
1株当たり

配当額（円） 基準日

普通株式 10 平成20年3月31日

株式の種類 減少

－896普通株式（株） 331,103

　　　　2．自己株式に関する事項

前連結会計年度末

平成20年6月27日
定時株主総会

決　　議

平成21年6月29日
定時株主総会

決　　議 株式の種類 配当の原資

(2)　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

基準日 効力発生日
配当の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

前連結会計年度末株式の種類

普通株式（株） 20,519,212

前連結会計年度
(自　平成19年04月01日

  至　平成20年03月31日)

普通株式 利益剰余金

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

当連結会計年度
(自　平成20年04月01日

  至　平成21年03月31日)

10
平成21年
3月31日

平成21年
6月30日

202

8,979 9,832

8,979

－

9,832

－
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前連結会計年度 （自平成19年4月1日   至平成20年3月31日）
（百万円未満四捨五入）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

（1） 外部顧客に対する売上高

（2） セグメント間の内部売上高

又は振替高

営業費用

営業利益又は営業損失（△）

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

資産

減価償却費

減損損失 50 ― ― 30 ― ―

資本的支出

（注） 1. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,395百万円であり、その主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は19,385百万円であり、その主なものは余資運用資金（現金預金）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

3. （6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更　会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い当連結

会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

この変更に伴い従来の方法に比べ各セグメントに与える影響額は軽微であります。

4. （6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  追加情報に記載のとおり平成19年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

この変更に伴い従来の方法に比べ各セグメントに与える影響額は軽微であります。

当連結会計年度 （自平成20年4月1日   至平成21年3月31日）
（百万円未満四捨五入）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

（1） 外部顧客に対する売上高

（2） セグメント間の内部売上高

又は振替高

営業費用

営業利益又は営業損失（△）

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

資産

減価償却費

減損損失 ― ― ― ― 38 ―

資本的支出

（注） 1. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,430百万円であり、その主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は20,500百万円であり、その主なものは余資運用資金（現金預金）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

3. （6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更　会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「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日公表分）を適用しております。

この変更に伴い従来の方法に比べ各セグメントに与える影響額は軽微であります。

4. （6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更　会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　平成19年３月30日）を適用しております。

この変更に伴い従来の方法に比べ各セグメントに与える影響額は軽微であります。

1,142

1,859 160 2,018

38

714 11 24 236 92 1,077 65

△ 28

223

1,163 68,731 17,125

38

1,074 75 336 150

85,85750,385 3,440 8,106 5,638

3,145 △ 61 461 55 3,572 (1,174) 2,398

264,424

234,790 14,280 817 12,917 2,222 265,026 (3,000) 262,026

12,972 2,194 268,598 (4,174)計 237,935 14,220 1,278

14 1 341 3,517 300 4,174 (4,174) ―

連結

237,921 14,219 936 9,455 1,893 264,424 ― 264,424

住宅関連
事業

その他
事業

計
消去

又は全社
賃貸事業

運輸燃料
関連事業

食品関連
事業

159

(セグメント情報)

住宅関連
事業

賃貸事業
運輸燃料
関連事業

その他
事業

計
消去

又は全社

810

3852,983

連結

事業の種類別セグメント情報

食品関連
事業

計 228,147 261,416

1,942 257,232

1,195

225,164

15,439

15,280

50,166 4,032 8,488 5,996

82

296

1,051

2,289 213

320

2,98151

209

80

132

3,561

113 1,775

14,354

46

1,355

10,814907

3,028

143

47

16,419 86,455

80

1,918

70,036

228,131

16 1 289

15,438 ―257,232

257,232

255,039

―(4,185)4,185

257,856

2,193

3,585

(4,185)

(2,817)

(1,367)

14,400

294

2,236

2,248

△ 12
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(開示情報の省略) 

  リース取引、税効果会計、有価証券、退職給付、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（1 株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年 4 月 31 日 

  至 平成 20 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 4 月 31 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日） 

1 株当たり純資産額                    1,179 円 97 銭 

1 株当たり当期純利益                    55 円 47 銭 

1 株当たり純資産額                1,203 円 04 銭

1 株当たり当期純利益                51 円 29 銭

 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
同左 

(注) 算定上の基礎 

  1. 1 株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(平成 20 年 3 月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年 3 月 31 日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 25,115 百万円 25,567 百万円

 普通株式に係る純資産額 23,821 百万円 24,286 百万円

 差額の主な内訳 

   少数株主持分 

 

1,293 百万円 1,281 百万円

 普通株式の発行済株式数 20,519,212 株 20,519,212 株

 普通株式の自己株式数 331,103 株 331,999 株

 1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 20,188,109 株 20,187,213 株

 

  2. 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年 4 月 31 日 

至 平成 20 年 3 月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 4 月 31 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日）

 連結損益計算書上の当期純利益 1,120 百万円 1,035 百万円

 普通株式に係る当期純利益 1,120 百万円 1,035 百万円

 普通株式の期中平均株式数 20,192,312 株 20,187,693 株

 

 

(重要な後発事象) 

 

  該当事項はありません。 
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３【財務諸表】
(1)【貸借対照表】

(百万円未満四捨五入)

前事業年度
(平成20年3月31日)

当事業年度
(平成21年3月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 7,580 8,764

　　受取手形 1,918 1,756

　　売掛金 23,207 23,888

　　商品及び製品 3,559 3,709

　　原材料 8 　―

　　原材料及び貯蔵品 　― 14

　　前払費用 21 17

　　短期貸付金 1,472 1,658

　　未収入金 3,350 3,271

　　繰延税金資産 612 613

　　その他 46 30

　　貸倒引当金 △ 464 △ 522

　　流動資産合計 41,309 43,198

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 23,598 23,555

　　　　減価償却累計額 △ 11,764 △ 12,437

　　　　建物(純額) 11,833 11,118

　　　構築物 2,078 2,081

　　　　減価償却累計額 △ 1,361 △ 1,472

　　　　構築物(純額) 716 608

　　　機械及び装置 91 99

　　　　減価償却累計額 △ 74 △ 78

　　　　機械及び装置(純額) 17 21

　　　車両運搬具 121 137

　　　　減価償却累計額 △ 76 △ 104

　　　　車両運搬具(純額) 45 33

　　　工具器具備品 938 968

　　　　減価償却累計額 △ 630 △ 712

　　　　工具器具備品(純額) 308 256

　　　土地 13,921 13,921

　　　リース資産 　― 327

　　　　減価償却累計額 　― △ 34

　　　　リース資産(純額) 　― 292

　　　建設仮勘定 　― 46

　　　有形固定資産合計 26,841 26,295

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 1,374 902

　　　電話加入権 56 56

　　　その他 0 10

　　　無形固定資産合計 1,430 967

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 6,264 5,782

　　　関係会社株式 582 612

　　　出資金 19 19

　　　長期貸付金 540 557

　　　関係会社長期貸付金 922 1,146

　　　長期前払費用 31 21

　　　営業保証金 135 140

　　　その他 954 879

　　　貸倒引当金 △ 778 △ 798

　　　投資その他の資産合計 8,670 8,357

　　固定資産合計 36,941 35,619

　資産合計 78,250 78,817
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(百万円未満四捨五入)

前事業年度
(平成20年3月31日)

当事業年度
(平成21年3月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 25,300 25,695

　　短期借入金 7,800 8,100

　　一年以内返済予定の長期借入金 4,533 3,803

　　一年以内償還予定の社債 1,500 　―

　　リース債務 　― 36

　　未払金 5,312 4,597

　　未払費用 1,730 1,751

　　未払法人税等 779 490

　　未払消費税等 　― 108

　　預り金 1,020 944

　　賞与引当金 469 475

　　その他 148 184

　　流動負債合計 48,592 46,184

　固定負債

　　長期借入金 3,670 5,891

　　リース債務 　― 271

　　繰延税金負債 1,209 1,019

　　退職給付引当金 863 811

　　役員退職慰労引当金 231 169

　　預り敷金 602 582

　　その他 1,242 1,147

　　固定負債合計 7,817 9,889

　負債合計 56,409 56,073

純資産の部

　株主資本

　　資本金 1,026 1,026

　　資本剰余金

　　　資本準備金 946 946

　　　資本剰余金合計 946 946

　　利益剰余金

　　　利益準備金 256 256

　　　その他利益剰余金

　　　　固定資産圧縮記帳積立金 446 437

　　　　別途積立金 16,082 17,082

　　　　繰越利益剰余金 1,277 1,557

　　　利益剰余金合計 18,062 19,332

　　自己株式 △ 334 △ 334

　　株主資本合計 19,700 20,970

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 2,160 1,787

　　繰延ヘッジ損益 △ 19 △ 13

　　評価・換算差額等合計 2,141 1,775

　純資産合計 21,841 22,745

負債純資産合計 78,250 78,817
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(2)【損益計算書】

　　 （百万円未満四捨五入)

前事業年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

売上高 226,299 236,390

売上原価 210,625 220,202

売上総利益 15,674 16,188

販売費及び一般管理費 13,556 13,793

営業利益 2,118 2,394

営業外収益

　受取利息及び配当金 283 216

　仕入割引 48 46

　その他 163 183

　営業外収益合計 494 445

営業外費用

　支払利息 250 275

　社債利息 21 7

　その他 114 108

　営業外費用合計 384 389

経常利益 2,228 2,450

特別利益

　固定資産売却益 63 ―

　投資有価証券売却益 11 ―

　償却債権取立益 ― 330

　貸倒引当金戻入額 68 20

　特別利益合計 142 350

特別損失

　固定資産売却損及び除却損 32 32

　投資有価証券評価損 107 55

　減損損失 50 ―

　その他 35 ―

　特別損失合計 225 88

税引前当期純利益 2,145 2,713

法人税、住民税及び事業税 1,098 1,206

法人税等調整額 △ 126 34

法人税等合計 972 1,241

当期純利益 1,173 1,472
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(3)【株主資本等変動計算書】

　 　（百万円未満四捨五入)

前事業年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 1,026 1,026

　　当期末残高 1,026 1,026

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 946 946

　　　当期末残高 946 946

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 946 946

　　　当期末残高 946 946

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 256 256

　　　当期末残高 256 256

　　その他利益剰余金

　　　固定資産圧縮記帳積立金

　　　　前期末残高 458 446

　　　　当期変動額

　　　　　固定資産圧縮記帳積立金の取崩 △ 12 △ 9

　　　　　当期変動額合計 △ 12 △ 9

　　　　当期末残高 446 437

　　　特別償却準備金

　　　　前期末残高 1 ―

　　　　当期変動額

　　　　　特別償却準備金の取崩 △ 1 ―

　　　　　当期変動額合計 △ 1 　―

　　　　当期末残高 ― ―

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 15,082 16,082

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 1,000 1,000

　　　　　当期変動額合計 1,000 1,000

　　　　当期末残高 16,082 17,082

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,294 1,277

　　　　当期変動額

　　　　　固定資産圧縮記帳積立金の取崩 12 9

　　　　　特別償却準備金の取崩 1 　―

　　　　　別途積立金の積立 △ 1,000 △ 1,000

　　　　  剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　　　　当期純利益 1,173 1,472

　　　　　当期変動額合計 △ 17 279

　　　　当期末残高 1,277 1,557
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　　　(百万円未満四捨五入)

前事業年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 17,092 18,062

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　　　当期純利益 1,173 1,472

　　　　当期変動額合計 970 1,270

　　　当期末残高 18,062 19,332

　自己株式

　　前期末残高 △ 246 △ 334

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △ 88 △ 0

　　　当期変動額合計 △ 88 △ 0

　　当期末残高 △ 334 △ 334

　株主資本合計

　　前期末残高 18,819 19,700

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　　当期純利益 1,173 1,472

　　　自己株式の取得 △ 88 △ 0

　　　当期変動額合計 882 1,270

　　当期末残高 19,700 20,970

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 3,163 2,160

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,003 △ 372

　　　当期変動額合計 △ 1,003 △ 372

　　当期末残高 2,160 1,787

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 △ 26 △ 19

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 6

　　　当期変動額合計 7 6

　　当期末残高 △ 19 △ 13

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 3,136 2,141

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 996 △ 366

　　　当期変動額合計 △ 996 △ 366

　　当期末残高 2,141 1,775

純資産合計

　前期末残高 21,955 21,841

　当期変動額

　　剰余金の配当 △ 203 △ 202

　　当期純利益 1,173 1,472

　　自己株式の取得 △ 88 △ 0

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 996 △ 366

　　当期変動額合計 △ 114 903

　当期末残高 21,841 22,745
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  (4)【継続企業の前提に必要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

 

    該当事項はありません。 
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4．その他

（1）役員の異動

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動（平成21年6月29日予定）

昇任取締役候補

常務取締役
糖粉・飼料畜産担当

茂木　正文 （現、取締役糖粉・飼料畜産担当）
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