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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 4,589 △6.8 97 △11.4 92 △12.6 52 △15.2
21年3月期第1四半期 4,924 ― 109 ― 105 ― 61 ―

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 3,583.46 3,562.05
21年3月期第1四半期 4,086.39 4,047.29

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 8,224 3,866 47.0 264,020.18
21年3月期 8,364 3,884 46.4 265,212.43

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,866百万円 21年3月期  3,884百万円

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 ― 5,000.00 5,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

9,000 △10.3 250 △24.8 230 △28.6 133 △29.3 9,081.60

通期 18,500 △5.1 490 △22.5 450 △26.2 261 △24.7 17,821.78
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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  有  
［ （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) 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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、４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」をご覧ください。 

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 15,605株 21年3月期  15,605株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  960株 21年3月期  960株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,645株 21年3月期第1四半期 15,142株
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(1) 業績等の概要 

  

 
  
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により、多くの日本企業の

収益も大幅に低下しました。また、雇用環境の悪化や個人消費の大幅な冷え込みなど、食品業界にも多大
な影響が及ぶ、厳しい経営環境で推移しました。 
このような状況のもと、当社グループでは、新規顧客の獲得に努め、さらなる営業力の強化と、より一

層のコスト削減に努めました。一方で、高齢化社会を迎える現代、当社グループでは、医学、薬学、農
学、研究機関等、様々な分野で国民を健康へと導く方々と協力すべく、「Farm to Wellness倶楽部」を平
成21年４月に立ち上げ、医・食・農連携の時代を創造することを目的に、様々な企業活動を推進しており
ます。 
厳しい環境下での業績を維持するため、新規顧客獲得と重点取引先の深耕を継続し、売上高確保に努め

ましたが、消費環境の全般的な不振に加えて、新型インフルエンザによる影響もあり、当第１四半期の業
績は、売上高4,589,320千円（前年同期比6.8％減）、営業利益97,270千円（前年同期比11.4％減）、経常
利益92,083千円（前年同期比12.6％減）、四半期純利益52,479千円（前年同期比15.2％減）となりまし
た。 
  

(2) 部門別の状況 
  

 
  
【カット野菜部門】 
カット野菜部門におきましては、重点取引先の深耕営業を行ない、ホール野菜からの切り替えや取扱

商品数の拡大を実施いたしました。一方、消費環境の全般的な不振による影響もあり、売上高が減少い
たしました。その結果、カット野菜部門売上高は1,456,558千円（前年同期比4.4％減）となりました。
  
【ホール野菜部門】 
ホール野菜部門におきましては、カット野菜部門同様に消費環境の全般的な不振による影響が大き

・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

平成21年３月期 平成22年３月期

比較増減

比較増減

第１四半期 第１四半期 (％)

(自 平成20年４月１日) (自 平成21年４月１日)

(至 平成20年６月30日) (至 平成21年６月30日)

 売    上     高 4,924,941 4,589,320 △335,620 △6.8

 営  業  利  益 109,840 97,270 △12,569 △11.4

 経  常  利  益 105,366 92,083 △13,283 △12.6

 四 半 期 純 利 益 61,876 52,479 △9,396 △15.2

平成21年３月期 平成22年３月期

比較増減 比較増減
第１四半期 第１四半期

(自 平成20年４月１日) (自 平成21年４月１日)

(至 平成20年６月30日) (至 平成21年６月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) (千円) (％)

カット野菜部門

売上高 1,523,401 30.9 1,456,558 31.7 △66,842 △4.4

仕入高 729,256 22.4 657,811 22.1 △71,445 △9.8

ホール野菜部門

売上高 2,742,397 55.7 2,480,240 54.0 △262,157 △9.6

仕入高 1,951,706 60.0 1,750,695 58.9 △201,010 △10.3

その他部門

売上高 659,142 13.4 652,521 14.2 △6,620 △1.0

仕入高 576,317 17.7 563,001 18.9 △13,316 △2.3

合  計

売上高 4,924,941 100.0 4,589,320 100.0 △335,620 △6.8

仕入高 3,257,280 100.0 2,971,507 100.0 △285,772 △8.8

　　　　　 　 デリカフーズ株式会社(3392) 
　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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く、ホール野菜部門売上高は2,480,240千円（前年同期比9.6％減）となりました。 
  
【その他部門】 
その他部門につきましては、景気低迷の影響を受け、野菜外商品の売上減少が影響いたしました。こ

の結果、その他部門売上高は652,521千円（前年同期比1.0％減）となりました。 
  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、3,777百万円となりました。これは、現金及び預

金が24百万円、売掛金が116百万円減少したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、4,446百万円となりました。これは、減価償却に

より有形固定資産が16百万円減少したことなどによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、8,224百万円となりました。 
  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.9％減少し、2,207百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が117百万円、未払法人税等が71百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて2.0％増加し、2,149百万円となりました。これは、長期借入金

が39百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、4,357百万円となりました。 
  

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、3,866百万円となりました。また、自己資本比
率は、前連結会計年度末に比べ0.6ポイント上昇し、47.0％となりました。 

  

売上高、利益共に概ね計画通り推移しておりますので、平成21年5月12日発表の通期の業績予想に変更
はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。 

② 棚卸資産の評価方法 
棚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。 
③ 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。 

④ 経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将
来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

⑥ 税金費用の計算  
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  
 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。  

  

該当事項はありません。 
  

  

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

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

　　　　　 　 デリカフーズ株式会社(3392) 
　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,928,978 1,953,253

売掛金 1,719,357 1,835,559

商品及び製品 34,673 42,571

仕掛品 1,392 1,288

原材料及び貯蔵品 21,473 16,142

その他 82,993 70,556

貸倒引当金 △11,297 △10,013

流動資産合計 3,777,572 3,909,358

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,217,902 1,237,252

土地 2,534,861 2,534,861

その他（純額） 346,940 344,416

有形固定資産合計 4,099,704 4,116,530

無形固定資産   

その他 30,287 32,206

無形固定資産合計 30,287 32,206

投資その他の資産   

その他 336,589 325,138

貸倒引当金 △19,989 △19,142

投資その他の資産合計 316,599 305,995

固定資産合計 4,446,590 4,454,733

資産合計 8,224,162 8,364,091

                デリカフーズ株式会社(3392) 
　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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(単位：千円)

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 933,576 1,051,032

短期借入金 429,197 413,468

1年内返済予定の長期借入金 209,652 197,342

未払法人税等 38,038 109,791

未払金 497,448 487,502

賞与引当金 16,734 53,183

その他 83,203 60,284

流動負債合計 2,207,849 2,372,604

固定負債   

長期借入金 2,013,903 1,974,631

退職給付引当金 44,186 43,348

その他 91,647 89,471

固定負債合計 2,149,737 2,107,450

負債合計 4,357,586 4,480,055

純資産の部   

株主資本   

資本金 759,755 759,755

資本剰余金 1,591,242 1,591,242

利益剰余金 1,694,094 1,714,839

自己株式 △174,508 △174,508

株主資本合計 3,870,584 3,891,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,009 △7,293

評価・換算差額等合計 △4,009 △7,293

純資産合計 3,866,575 3,884,036

負債純資産合計 8,224,162 8,364,091

                デリカフーズ株式会社(3392) 
　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 4,924,941 4,589,320

売上原価 3,684,985 3,414,054

売上総利益 1,239,956 1,175,266

販売費及び一般管理費 1,130,115 1,077,995

営業利益 109,840 97,270

営業外収益   

受取利息 747 592

受取配当金 836 649

自動販売機収入 405 417

業務受託手数料 － 1,870

その他 1,406 1,939

営業外収益合計 3,395 5,468

営業外費用   

支払利息 7,850 10,655

その他 17 －

営業外費用合計 7,868 10,655

経常利益 105,366 92,083

特別利益   

保険解約返戻金 1,277 －

特別利益合計 1,277 －

特別損失   

固定資産売却損 － 152

固定資産除却損 401 59

役員弔慰金 － 2,000

特別損失合計 401 2,211

税金等調整前四半期純利益 106,242 89,871

法人税、住民税及び事業税 44,366 37,392

法人税等合計 44,366 37,392

四半期純利益 61,876 52,479

                デリカフーズ株式会社(3392) 
　平成22年３月期　第１四半期決算短信
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 106,242 89,871

減価償却費 48,351 45,113

引当金の増減額（△は減少） △35,579 △33,479

受取利息及び受取配当金 △1,583 △1,241

支払利息 7,850 10,655

固定資産売却損益（△は益） － 152

固定資産除却損 401 59

売上債権の増減額（△は増加） 221,723 115,355

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,534 2,461

仕入債務の増減額（△は減少） △194,364 △117,456

その他 △5,263 17,500

小計 151,313 128,991

利息及び配当金の受取額 1,400 1,083

利息の支払額 △7,824 △10,852

法人税等の支払額 △113,452 △106,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,436 12,357

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 △18,353 △30,151

定期預金の払戻による収入 42,000 42,000

有形固定資産の取得による支出 △26,667 △23,471

有形固定資産の売却による収入 － 13

無形固定資産の取得による支出 △130 △1,980

投資有価証券の取得による支出 △10,439 △1,498

貸付けによる支出 － △10,000

貸付金の回収による収入 83 6,084

保険積立金の払戻による収入 2,618 －

その他 △12,256 △3,679

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,144 △22,683

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） － 15,729

長期借入れによる収入 － 105,000

長期借入金の返済による支出 △55,655 △53,418

自己株式の取得による支出 △97 －

リース債務の返済による支出 △5,925 △7,286

配当金の支払額 △48,720 △62,125

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,398 △2,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,107 △12,426

現金及び現金同等物の期首残高 1,101,860 1,350,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 999,752 1,337,857
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従い
まして、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。 
  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
  当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従い
まして、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 
  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
   在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

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

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 
前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  
   当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
       海外売上高がないため、記載を省略しております。 
  

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

    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

　　　　 　 　デリカフーズ株式会社(3392) 
　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－9－



  
(参考) 最近における四半期毎の業績の推移 
  

 
  

6. その他の情報

平成22年３月期（連結） （百万円未満切り捨て）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 4,589

売上総利益 1,175

営業利益 97

経常利益 92

税金等調整前四半期純利益 89

四半期純利益 52

１株当たり四半期純利益 3,583.46円

潜在株式調整後
3,562.05円

１株当たり四半期純利益

総資産 8,224

純資産 3,866

１株当たり純資産 264,020.18円

営業活動による
12

キャッシュ・フロー

投資活動による
△22

キャッシュ・フロー

財務活動による
△2

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
1,337

四半期末残高

平成21年３月期（連結） （百万円未満切り捨て）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 4,924 5,111 4,935 4,530

売上総利益 1,239 1,367 1,316 1,165

営業利益 109 222 189 110

経常利益 105 216 181 106

税金等調整前四半期純利益 106 216 173 98

四半期純利益 61 126 101 56

１株当たり四半期純利益 4,086.39円 8,333.38 円 6,719.22 円 3,865.66 円

潜在株式調整後
4,047.29円 8,282.34 円 6,695.15 円 3,836.55 円

１株当たり四半期純利益

総資産 7,194 8,306 8,734 8,364

純資産 3,652 3,776 3,857 3,884

１株当たり純資産 241,197.93円 249,194.29円 258,832.36円 265,212.43円

営業活動による
31 295 94 209

キャッシュ・フロー

投資活動による
△23 △928 △76 △1

キャッシュ・フロー

財務活動による
△110 803 8 △52

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
999 1,169 1,194 1,350

四半期末残高
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