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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 6,547 ― 91 ― 96 ― 54 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 17.28 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 6,981 1,194 17.1 379.24
21年3月期 4,793 1,202 25.1 381.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,194百万円 21年3月期  1,202百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

14,509 15.9 237 △13.8 239 △8.7 130 △9.3 41.29

通期 27,000 21.3 455 11.4 455 22.6 250 82.2 79.36
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
[（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。] 

(2) 四半期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。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 3,150,000株 21年3月期  3,150,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 3,150,000株 21年3月期第1四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１. 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、実際の業績等はさまざまな要因で大きく異なる可能性があります。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、在庫調整による企業生産や定額給付金の支給などの景気対策による個人消

費の一部に景気下げ止まりの兆候が見られるものの、世界不況の影響は根強く、企業収益や設備投資の減少、雇用

情勢の更なる悪化など、依然として厳しい状況が続いております。 

 清涼飲料の市場は、消費者の生活防衛が一層高まるなか、低価格であるＰＢ（プライベートブランド）飲料製品

等のニーズが高まるなど、企業の経営環境は厳しくなってきております。 

 このような状況下、当社は大手飲料メーカー向け食品副原料や業務用殺菌乳、ＰＢ飲料製品などの拡販に努め、

取引先の拡大や新規商品の提案を積極的に展開してまいりました。 

 その結果、当第１四半期会計期間の売上高は6,547,543千円となり、営業利益は91,947千円、経常利益は96,138千

円、四半期純利益は54,459千円となりました。 

     

 カテゴリー別の業績は以下のとおりであります。 

① 食品副原料 

 当カテゴリーにおきましては、主力商品であるビタミン類等の副原料の拡販に努めたほか、飲料メーカーの夏

季向け商品の製造増加に伴い、糖類や香料の販売が伸長し、売上高は2,166,561千円、売上総利益は172,103千円

となりました。 

② 乳及び乳製品 

 当カテゴリーにおきましては、ソフトコンテナを活用した業務用殺菌乳の拡販に努めたほか、缶コーヒー用の

生クリーム等乳製品の販売が好調に推移し、売上高は1,224,405千円、売上総利益は93,573千円となりました。 

③ 飲料製品 

 当カテゴリーにおきましては、価格の割安なＰＢ商品へのニーズは高まったことに加え、当事業年度より大手

コンビニエンスストア向けに新商品の販売を開始したことにより、売上高は1,696,556千円、売上総利益は21,027

千円となりました。 

④ 農産物及び同加工品 

 当カテゴリーにおきましては、主力商品であるマンゴー加工品、茶葉類の拡販に努め、売上高は720,333千円、

売上総利益は99,632千円となりました。 

⑤ ＦＣ事業 

 当カテゴリーにおきましては、コンビニエンスストア業界全体の不振はあるものの、商品廃棄率の改善に努

め、売上高は252,005千円、売上総利益は69,806千円となりました。 

⑥ その他 

 その他におきましては、窒素ガスや珪藻土（濾過剤）などの飲料製造用資材が、飲料製造の増加により堅調に

推移し、売上高は487,682千円、売上総利益は38,761千円となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況   

① 資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末に比べ52.1％増加し、6,350,198千円となりました。これ

は主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末に比べ2.0％増加し、631,571千円となりました。  

 この結果、当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ45.7％増加し、6,981,770千円となりまし

た。  

   

② 負債の状況 

 当第１四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ61.7％増加し、5,770,628千円になりました。これ

は主に買掛金及び未払金の増加によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べ21.4％減少し、16,517千円となりました。これは  

リース債務を流動負債へ振替えたことによるものであります。  

 この結果、当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ61.2％増加し、5,787,146千円となりまし  

た。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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③ 純資産の状況   

 当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ0.7％減少し、1,194,623千円となりました。これは主

に配当金の支払によるものであります。  

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会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、前事業年度末に比べ291,238

千円増加し、480,541千円となりました。 

   

① 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、269,613千円となりました。これは主に税引前四半期純利益が96,138千円とな

り、売上債権が1,099,692千円、たな卸資産が702,201千円増加し、仕入債務が1,874,116千円増加したことによる

ものであります。           

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、344千円となりました。これは保険積立金の支払によるものであります。 

  

③ 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、21,968千円となりました。これは主に短期借入金が100,000千円増加したこ

と、配当金の支払による支出73,077千円によるものであります。 

   

 平成22年３月期の業績予想につきましては、当社が取り扱っている食品原材料の価格変動や経済環境の変化によ

る消費低迷等が懸念されるものの、現在のところおおむね計画通り推移しており、平成21年５月13日に公表いたし

ました業績予想に変更はありません。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

 該当事項はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 480,541 189,303

受取手形及び売掛金 3,462,490 2,362,798

商品及び製品 1,342,274 876,884

未着商品 516,740 279,929

未収入金 494,204 400,326

その他 57,846 68,176

貸倒引当金 △3,900 △3,300

流動資産合計 6,350,198 4,174,118

固定資産   

有形固定資産 98,255 100,825

無形固定資産 42,767 48,203

投資その他の資産 490,547 470,230

固定資産合計 631,571 619,258

資産合計 6,981,770 4,793,377

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,209,367 2,400,776

短期借入金 400,000 300,000

未払金 1,010,120 704,327

未払法人税等 42,123 18,673

賞与引当金 25,800 29,016

その他 83,217 117,020

流動負債合計 5,770,628 3,569,815

固定負債   

リース債務 16,517 21,012

固定負債合計 16,517 21,012

負債合計 5,787,146 3,590,828

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,387 363,387

資本剰余金 288,387 288,387

利益剰余金 571,224 611,264

株主資本合計 1,222,999 1,263,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,647 △47,637

繰延ヘッジ損益 △727 △12,852

評価・換算差額等合計 △28,375 △60,490

純資産合計 1,194,623 1,202,549
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債純資産合計 6,981,770 4,793,377
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,547,543

売上原価 6,052,637

売上総利益 494,906

販売費及び一般管理費 402,959

営業利益 91,947

営業外収益  

受取配当金 2,842

受取補償金 5,404

その他 1,675

営業外収益合計 9,922

営業外費用  

支払利息 2,052

為替差損 3,010

その他 667

営業外費用合計 5,731

経常利益 96,138

税引前四半期純利益 96,138

法人税、住民税及び事業税 40,694

法人税等調整額 984

法人税等合計 41,678

四半期純利益 54,459
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４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  

税引前四半期純利益 96,138

減価償却費 8,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,216

受取利息及び受取配当金 △2,842

支払利息 2,052

為替差損益（△は益） △1

売上債権の増減額（△は増加） △1,099,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △702,201

未収入金の増減額（△は増加） △93,878

仕入債務の増減額（△は減少） 1,874,116

未払金の増減額（△は減少） 240,267

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,921

その他 17,105

小計 285,531

利息及び配当金の受取額 2,842

利息の支払額 △2,298

法人税等の支払額 △16,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 269,613

投資活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △344

投資活動によるキャッシュ・フロー △344

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） 100,000

リース債務の返済による支出 △4,954

配当金の支払額 △73,077

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 291,238

現金及び現金同等物の期首残高 189,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 480,541
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

「参考情報」  

 平成21年３月期第２四半期より四半期決算短信の開示を始めたため、平成21年３月期第１四半期の損益計算書及びキャ

ッシュ・フロー計算書は記載しておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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