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1. 平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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12月期第2四半期 673,892 ― 3,006 ― 3,456 ― 1,811 ―
20年12月期第2四半期 662,182 △0.4 239 △8.3 675 △10.8 △721 ―

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12月期第2四半期 42.14 ―
20年12月期第2四半期 △16.73 ―

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12月期第2四半期 361,405 73,083 19.9 1,670.43
20年12月期 426,426 72,064 16.6 1,646.29

（参考） 自己資本 21年12月期第2四半期 71,796百万円 20年12月期 70,760百万円

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
21年12月期末配当（予想）19円00銭には、当社発足30周年記念配当8円00銭を含んでおります。
詳細については、本日発表の「記念配当の実施に伴う配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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12月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年12月期 ― 11.00
21年12月期

（予想） ― 19.00 30.00

3. 平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 1,420,000 1.3 9,620 29.1 10,500 26.9 4,510 27.9 104.93
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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） 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）

(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．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、上記業績予想に関する事項は、４ページをご参照ください。
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、四半期連結財務諸
表は、「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を適用しております。

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12月期第2四半期 43,958,650株 20年12月期 43,958,650株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 977,608株 20年12月期 977,114株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 42,981,299株 20年12月期第2四半期 43,114,923株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気の悪化の影響を受け企業収益

は大幅に減少し、雇用情勢の悪化等から依然として個人消費が低迷する厳しい状況で推移いたしました。

食品流通業界におきましては、景気後退に伴い生活防衛型の消費行動が顕著となり、同時に商品価格の値下げ

要求が高まるなど厳しい経営環境となりました。

このような状況下、当社グループは生活者のライフスタイルの多様化に対応すべく、フードコーディネート機

能を始めとする「食のフルライン戦略」を推進いたしました。また、社員の質の向上、会社の体質の変革、取引

先様との優れた関係性の構築という「定性的成長」を果たすことにより、「21世紀型ビジネスモデル」の確立を

目指し、更にコスト構造の改革によるローコスト化を進めることで、業績の向上に努めてまいりました。

当社は、本年8月に菱食発足30周年を迎えるにあたり「NEW BORN 30」プロジェクトを立ち上げ、これからの30

年に向けた新たなビジョンとして「Innovation by FCM（Food Cycle Management）～食からつながる笑顔の輪

を、日本に。そして世界に。～」を策定いたしました。食ビジネスにイノベーションを生み出すこと、そして食

の楽しさや豊かなライフスタイルの創造に邁進し、食のあり方を革新し続けていくことこそ、当社グループに求

められる最大の社会貢献と認識し、企業価値の向上に努めてまいります。

主な設備投資につきましては、特定取組先小売業様向け専用センターである「八王子南大沢ＳＤＣ」を、ま

た、同センターに併設する形で低温食品汎用センターの「八王子南大沢低温ＤＣ」を新設いたしました。冷凍食

品における個配専用のセットセンターと汎用センターを併設し一元管理することにより効率化を図り、取組先小

売業様に対する更なるサービスレベルの向上と商品管理の合理化を進めております。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高においては、チルド事業の拡大による影響等により

前年同期比117億9百万円増加の6,738億92百万円となりました。利益面につきましては、売上高の増加や不採算取

引の見直し等により売上総利益が大幅に改善し、一方で徹底したコスト削減に努めた結果、営業利益は前年同期

比27億67百万円増加の30億6百万円、経常利益は27億80百万円増加の34億56百万円となりました。四半期純利益に

つきましても、特別損失の計上が前年から減少した影響などもあり、前年同期比25億32百万円増加の18億11百万

円となりました。

(1) 財政状態の変動状況

食品流通業界において、売上高は年末にかけ大きく増加するという特徴を持っており、当社グループにおきまし

ても第４四半期に売上高が増加する傾向にあります。さらに前連結会計年度末が銀行休業日であることにより、当

第２四半期連結会計期間末の財政状態は、次の通り前連結会計年度末から総資産及び負債が大きく減少いたしてお

ります。

前連結会計年度末と比較して総資産が650億20百万円、負債が660億39百万円それぞれ減少、純資産が10億18百万

円増加いたしました。

総資産及び負債の減少の主なものは、総資産において「受取手形及び売掛金」が405億77百万円，「商品及び製

品」が122億97百万円減少し、負債については「支払手形及び買掛金」が614億15百万円減少しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、66億87百万円となりました。主たる要因は仕入

債務の減少額614億15百万円、売上債権の減少額405億77百万円、たな卸資産の減少額123億15百万円等によるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、18億79百万円となりました。主たる要因は有形

固定資産の取得による支出12億23百万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）

当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は、６億25百万円となりました。主たる要因は配当

金の支払額４億72百万円等によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末（358億13百万

円）比91億92百万円減少して、266億21百万円となりました。

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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下半期の見通しにつきましては、一部製造業では在庫調整が進み増産に転じるなど国内景気は回復の兆しが見

られますが、雇用情勢は依然として厳しい環境で推移するものと思われ、景気の先行きは甚だ不透明な状況にあ

ります。

当社グループではこのような経営環境に対処するため、取引先様のニーズに対応するソリューション営業を強

化し、チルド事業等の売上高の更なる拡大や、徹底したコスト削減を継続することにより、業績の向上に努めて

まいります。また、本年10月に予定している株式会社リョーショクリカーを中心とした酒類カンパニー４社の統

合により、グループ経営における機動力を高め、フルライン戦略を推進してまいります。

通期の業績予想につきましては、下半期の内外環境の動向がいまだ不透明なことなどから、本年2月13日に公表

いたしました業績予想を据え置き、売上高は1兆4,200億円、営業利益は96億20百万円、経常利益は105億円、当期

純利益は45億10百万円としております。

該当事項はありません。

① 簡便な会計方法

該当事項はありません。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

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、四半期連結財務諸表は、「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

結財務諸表規則を適用しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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。なお、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

③ 「リース取引に関する会計基準」等の適用

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（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から早期適用し、第１四半期連結会計期間

から、通常の売買取引に係る会計処理によっており、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開始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て処理を行っております。この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益へ

の影響は軽微であります。

④ 追加情報

当社及び国内連結子会社の機械及び装置の耐用年数については、平成20年度の法人税法の改正を契機として

見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法定耐用年数に変更しております。これにより、当第

２四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はそれぞれ108百万円減少しており

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
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,706 2,598
受取手形及び売掛金 161,347 201,924
有価証券 24,100 33,400
商品及び製品 29,894 42,191
原材料及び貯蔵品 20 38
その他 35,521 38,869
貸倒引当金 △540 △539

流動資産合計 253,049 318,483

固定資産

有形固定資産 66,909 66,398
無形固定資産

のれん 5,589 5,907
その他 2,256 2,289

無形固定資産合計 7,846 8,196

投資その他の資産

投資有価証券 16,058 16,317
その他 20,285 19,932

貸倒引当金 △2,744 △2,902

投資その他の資産合計 33,599 33,347

固定資産合計 108,355 107,942

資産合計 361,405 426,426

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 249,570 310,985
引当金 314 436
その他 25,617 31,252

流動負債合計 275,502 342,674

固定負債

退職給付引当金 10,513 10,720
役員退職慰労引当金 405 397
その他 1,900 569

固定負債合計 12,819 11,686

負債合計 288,322 354,361
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 10,630 10,630
資本剰余金 19,141 19,141
利益剰余金 45,039 43,701

自己株式 △2,534 △2,533

株主資本合計 72,277 70,940

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △463 △157

為替換算調整勘定 △17 △22

評価・換算差額等合計 △480 △180

少数株主持分 1,286 1,304

純資産合計 73,083 72,064

負債純資産合計 361,405 426,426
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 673,892
売上原価 616,784

売上総利益 57,107

販売費及び一般管理費 54,100

営業利益 3,006

営業外収益

受取利息 71
受取配当金 245
不動産賃貸料 348
その他 233

営業外収益合計 899

営業外費用

支払利息 29
不動産賃貸費用 251
のれん償却額 96
その他 71

営業外費用合計 449

経常利益 3,456

特別利益

事業譲渡益 78
貸倒引当金戻入額 16
その他 13

特別利益合計 108

特別損失

投資有価証券評価損 8
固定資産除却損 44
減損損失 85
その他 66

特別損失合計 204

税金等調整前四半期純利益 3,359

法人税、住民税及び事業税 1,484
法人税等調整額 51

法人税等合計 1,536

少数株主利益 12

四半期純利益 1,811
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６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 3,359
減価償却費 2,394
減損損失 85
のれん償却額 221
退職給付引当金の増減額（△は減少） △207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8
貸倒引当金の増減額（△は減少） △156

受取利息及び受取配当金 △316

支払利息 29
持分法による投資損益（△は益） △1

有形固定資産売却損益（△は益） 5
投資有価証券売却損益（△は益） 0
投資有価証券評価損益（△は益） 9
売上債権の増減額（△は増加） 40,577
たな卸資産の増減額（△は増加） 12,315
未収入金の増減額（△は増加） 4,424
仕入債務の増減額（△は減少） △61,415

未払消費税等の増減額（△は減少） 299
その他 △6,965

小計 △5,330

利息及び配当金の受取額 316
利息の支払額 △28

法人税等の支払額 △1,644

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,687

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 △1,223

有形固定資産の売却による収入 154
無形固定資産の取得による支出 △224

投資有価証券の取得による支出 △254

投資有価証券の売却による収入 0
短期貸付金の増減額（△は増加） △39

長期貸付けによる支出 △3

長期貸付金の回収による収入 35
事業譲渡による収入 107
その他 △430

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △129

配当金の支払額 △472

少数株主への配当金の支払額 △22

自己株式の純増減額（△は増加） △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,192

現金及び現金同等物の期首残高 35,813

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,621
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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。

なお、四半期連結財務諸表は、「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

規則を適用しております。

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21年１月１日 至 平成21年６月30日）

食品卸売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）

提出会社及び連結子会社は、全て本邦に所在するため、所在地別セグメント情報に該当する事項はありませ

ん。

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）

提出会社及び連結子会社は、海外売上高がないため該当する事項はありません。

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

〔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
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表
(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日）

区分 金額（百万円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高 662,182 100.0

Ⅱ 売上原価 608,278 91.9

売上総利益 53,904 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 53,664 8.1

営業利益 239 0.0

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 68

２．受取配当金 241

３．賃貸不動産収入 195

４．その他 255 761 0.1

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 19

２．のれん償却額 96

３．持分法による投資損失 10

４．賃貸不動産経費 124

５．その他 74 325 0.0

経常利益 675 0.1

Ⅵ 特別利益

１．投資有価証券売却益 37 37 0.0

Ⅶ 特別損失

１．投資有価証券評価損 104

２．減損損失 12

３．貸倒引当金繰入額 294

４．時間外賃金等遡及精算額 545

５．その他 24 982 0.1

税金等調整前中間純損失（△） △269 △0.0

法人税、住民税及び事業税 459

法人税等調整額 △64 394 0.1

少数株主利益 56 0.0

中間純損失（△） △721 △0.1
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △269

減価償却費 2,323

減損損失 12

のれん償却額 296

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162

受取利息及び受取配当金 △309

支払利息 19

持分法による投資損益（△は益） 10

有形固定資産売却損益（△は益） △2

投資有価証券売却損益（△は益） △27

投資有価証券評価損益（△は益） 119

売上債権の増減額（△は増加） 45,408

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,272

未収入金の増減額（△は増加） 9,612

仕入債務の増減額（△は減少） △77,026

未払消費税等の増減額（△は減少） △23

その他 △2,719

小計 △9,150

利息及び配当金の受取額 309

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △1,571

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,432

Ⅱ 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 △738

有形固定資産の売却による収入 18

無形固定資産の取得による支出 △566

投資有価証券の取得による支出 △115

投資有価証券の売却による収入 112

短期貸付金の増減額（△は増加） 25

長期貸付けによる支出 △0

長期貸付金の回収による収入 300

その他 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,058

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △472

少数株主への配当金の支払額 △24

自己株式の純増減額（△は増加） △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △498

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,988

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 32,939

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 20,950
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(1) 品種別売上高明細表

(2) 業態別売上高明細表

（注）１．ＧＭＳはゼネラル・マーチャンダイズ・ストアの略で、総合スーパーであります。

２．ＳＭはスーパーマーケットであります。

３．ＣＶＳはコンビニエンスストアであります。

４．ユーザーは外食・中食・給食等消費者へ直接飲食サービスを提供する事業者であります。

６．その他の情報

単位：百万円（未満切捨）

品種

前第２四半期累計期間

（自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日）

当第２四半期累計期間

（自 平成21年１月１日

至 平成21年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成20年１月１日

至 平成20年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

缶詰類 11,599 1.8 11,211 1.7 23,181 1.7

調味料類 92,206 13.9 94,227 14.0 195,076 13.9

麺・乾物類 67,238 10.2 69,785 10.3 141,188 10.1

嗜好品・飲料類 104,619 15.8 102,223 15.2 217,526 15.5

菓子類 25,747 3.9 25,180 3.7 50,800 3.6

冷凍・チルド類 147,924 22.3 173,539 25.8 336,136 24.0

酒類 172,238 26.0 158,841 23.5 347,894 24.8

その他 40,608 6.1 38,882 5.8 90,503 6.4

合計 662,182 100.0 673,892 100.0 1,402,308 100.0

単位：百万円（未満切捨）

業態

前第２四半期累計期間

（自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日）

当第２四半期累計期間

（自 平成21年１月１日

至 平成21年６月30日）

前連結会計年度

（自 平成20年１月１日

至 平成20年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

卸売業 64,567 9.7 57,372 8.5 131,010 9.3

ＧＭＳ 63,205 9.6 67,653 10.0 139,147 9.9

ＳＭ 307,873 46.5 311,007 46.2 650,369 46.4

ＣＶＳ 95,821 14.5 114,942 17.1 217,695 15.5

ドラッグストア 27,857 4.2 26,754 4.0 56,578 4.0

ユーザー 27,906 4.2 26,500 3.9 56,992 4.1

その他直販 61,330 9.2 57,462 8.5 122,131 8.8

（直販計） 583,994 88.2 604,320 89.7 1,242,913 88.7

メーカー・他 13,621 2.1 12,199 1.8 28,383 2.0

合計 662,182 100.0 673,892 100.0 1,402,308 100.0

‐ 12 ‐

株式会社菱食(7451) 平成21年12月期 第２四半期決算短信


