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平成21年８月14日 

各  位 
 

会 社 名 株式会社グリーンフーズ 
代 表 者 名 代表取締役社長 福田 錦哲 

（JASDAQ・コード ３３６７） 
問 合 せ 先 
役職･氏名  取締役管理部長 玉置 賢司 
電 話 番 号  ０６－６１２５－３５５５ 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 
平成21年７月30日に開示いたしました「平成22年３月期第１四半期決算短信」の記載内容におい

て一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 
また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

記 
１．訂正の理由 
  平成 22 年３月期第 1 四半期に係る四半期報告書を作成するにあたり、当社会計監査人と決算

内容に関する確認作業を行なった結果、計上方法に誤りがあり、訂正することとなりました。 
  なお、本訂正は、計上方法等の誤りに関する訂正であり、営業利益及び経常利益に訂正が生じ

ますが四半期純利益の訂正は生じておりません。 
 
２．訂正の内容 
 
 【訂正箇所の概要】 
  サマリー情報 
  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） 
   (1)連結経営成績（累計） 
  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 

 (1)財政状態の分析 
   (2)キャッシュフローの状況 
  ５．四半期連結財務諸表 
   (1)四半期連結貸借対照表 
   (2)四半期連結損益計算書（第１四半期累計期間） 
   (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
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【訂正内容】１頁 
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） 

（下線部は訂正部分を示します） 
（訂正前） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年３月期第１四半期 3,583 － △ 258 － △ 266 － △ 564 －

21年３月期第１四半期 － － － － － － － －

（％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

 
（訂正後） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年３月期第１四半期 3,583 － △ 373 － △ 381 － △ 564 －

21年３月期第１四半期 － － － － － － － －

（％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

 
【訂正内容】３頁 
定性的情報・財務諸表等 

（下線部は訂正部分を示します） 
（訂正前） （訂正後） 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、

世界的な景気の後退の影響を受け、雇用環境の悪化、

個人消費の冷え込み、企業設備も大幅に減少するなど

依然として景気の減速傾向は高まっており、極めて厳

しい状況が続いております。 

当社グループの属する食品業界におきましては、

「食」の安全・安心に対する社会的関心の高まりに伴

い品質管理体制のより一層の強化が要求されるなど、

業界内の競争環境は従来にも増して厳しい状況にあ

ります。 

このような環境下において当社グループは、あなご

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、

世界的な景気の後退の影響を受け、雇用環境の悪化、

個人消費の冷え込み、企業設備も大幅に減少するなど

依然として景気の減速傾向は高まっており、極めて厳

しい状況が続いております。 

当社グループの属する食品業界におきましては、

「食」の安全・安心に対する社会的関心の高まりに伴

い品質管理体制のより一層の強化が要求されるなど、

業界内の競争環境は従来にも増して厳しい状況にあ

ります。 

このような環境下において当社グループは、あなご
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商品をはじめとしてお客様から信頼いただける食材

を、リーズナブルな価格でいつでも提供させていただ

くことを存在意義としまして、事業を展開してまいり

ました。 

当第１四半期連結会計期間における経営成績は、売

上高 3,583 百万円、営業損失 258 百万円、経常損失

266百万円、四半期純損失564百万円となりました。

品目別売上につきましては、あなご商品が 1,182

百万円、鶏卵商品が1,214百万円、うなぎ商品が114

百万円、その他商品が 989 百万円、タレ・調味料等

が83百万円となりました。 

売上原価につきましては、3,083百万円となりまし

た。この結果、売上原価率は 86.1％となり、売上総

利益は499百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、758百万円

となりました。その内訳は、販売費が 348 百万円、

人件費が 175 百万円、管理費が 196 百万円、施設費

が37百万円であります。この結果、258百万円の営

業損失となりました。 

営業外収益として投資不動産賃貸料 8 百万円、雑

収入21百万円などがあったものの、営業外費用とし

て支払利息33百万円、賃貸収入原価5百万円などが

あったことにより、経常損失 266 百万円となりまし

た。 

また特別利益として賞与引当金戻入12百万円、前

期損益修正益88百万円、特別損失として貸倒引当金

繰入額 107 百万円、たな卸資産評価損 269 百万円な

どがあったことにより、税金等調整前四半期純損失

563百万円となりました。 

なお、特定子会社である舟山谷林食品有限公司につ

いては、当第１四半期連結会計期間では、同社の３月

31日における財務諸表を連結で処理しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前

連結会計年度末に比べ586百万円減少し、8,057百万

円となりました。これは主に原料及び貯蔵品の減少

136 百万円、預け金の減少 227 百万円などにより資

産が減少したことによるものであります。 

商品をはじめとしてお客様から信頼いただける食材

を、リーズナブルな価格でいつでも提供させていただ

くことを存在意義としまして、事業を展開してまいり

ました。 

当第１四半期連結会計期間における経営成績は、売

上高 3,583 百万円、営業損失 373 百万円、経常損失

381百万円、四半期純損失564百万円となりました。

品目別売上につきましては、あなご商品が 1,182

百万円、鶏卵商品が1,214百万円、うなぎ商品が114

百万円、その他商品が 989 百万円、タレ・調味料等

が83百万円となりました。 

売上原価につきましては、3,199百万円となりまし

た。この結果、売上原価率は 89.2％となり、売上総

利益は384百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、758百万円

となりました。その内訳は、販売費が 348 百万円、

人件費が 175 百万円、管理費が 196 百万円、施設費

が37百万円であります。この結果、373百万円の営

業損失となりました。 

営業外収益として投資不動産賃貸料 8 百万円、受

取保険金13百万円などがあったものの、営業外費用

として支払利息33百万円、賃貸収入原価5百万円な

どがあったことにより、経常損失 381 百万円となり

ました。 

また特別利益として賞与引当金戻入12百万円、特

別損失として過年度増値税等 107 百万円、前期損益

修正損65百万円などがあったことにより、税金等調

整前四半期純損失563百万円となりました。 

 

なお、特定子会社である舟山谷林食品有限公司につ

いては、当第１四半期連結会計期間では、同社の３月

31日における財務諸表を連結で処理しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前

連結会計年度末に比べ586百万円減少し、8,057百万

円となりました。これは主に原料及び貯蔵品の減少

136 百万円、預け金の減少 227 百万円などにより資

産が減少したことによるものであります。 
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当第１四半期連結会計期間末における負債の合計

は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、13,372

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金の増加288百万円、関係会社短期借入金の増加300

百万円などにより負債が増加したものの、短期借入金

の減少 591 百万円などにより負債が減少したことに

よるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前

連結会計年度末に比べ542百万円減少し、△5,315百

万円となりました。これは四半期純損失の計上 564

百万円などにより純資産が減少したことによるもの

であります。 

 
（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同

等物（以下、「資金」という。）は、372百万円とな

りました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況は、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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結

果使用した資金は、194百万円となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純損失 563 百万円、売上

債権の増加額503百万円、利息の支払額14百万円な

どにより資金が減少したものの、仕入債務の増加額

273 百万円、前渡金の減少額 157 百万円、たな卸資

産の減少額 170 百万円などにより資金が増加したこ

と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１四半期連結会計期間において投資活動の結

果得られた資金は、287百万円となりました。これは

主に、保険の満期による収入26百万円、預け金の減

少額 230 百万円などにより資金が増加したことによ

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１四半期連結会計期間において財務活動の結果

使用した資金は、319 百万円となりました。これは

主に、短期借入金の純減少額 291 百万円などにより

資金が減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計

は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、13,372

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金の増加288百万円、関係会社短期借入金の増加300

百万円などにより負債が増加したものの、短期借入金

の減少 591 百万円などにより負債が減少したことに

よるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前

連結会計年度末に比べ542百万円減少し、△5,315百

万円となりました。これは四半期純損失の計上 564

百万円などにより純資産が減少したことによるもの

であります。 

 
（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同

等物（以下、「資金」という。）は、372百万円とな

りました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況は、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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結

果使用した資金は、194百万円となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純損失 563 百万円、売上

債権の増加額503百万円、利息の支払額14百万円な

どにより資金が減少したものの、仕入債務の増加額

273 百万円、前渡金の減少額 157 百万円、たな卸資

産の減少額16百万円などにより資金が増加したこと

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１四半期連結会計期間において投資活動の結

果得られた資金は、287百万円となりました。これは

主に、保険の満期による収入26百万円、預け金の減

少額 230 百万円などにより資金が増加したことによ

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１四半期連結会計期間において財務活動の結果

使用した資金は、319 百万円となりました。これは

主に、短期借入金の純減少額 291 百万円などにより

資金が減少したことによるものであります。 
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【訂正内容】５頁 
５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（下線部は訂正部分を示します） 
                                      （単位：千円） 

      前連結会計年度末に係る 

 当第１四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表 

  (平成21年６月30日) (平成21年３月31日) 

 （訂正前） （訂正後）  

資産の部    
流動資産    

現金及び預金 485,742 485,742 707,282

受取手形及び 

売掛金 
2,779,113 2,779,113 2,723,821

商品及び製品 1,422,636 1,422,636 1,290,089

仕掛品 3,687 3,687 68,421

原材料及び貯蔵品 35,875 35,875 172,212

前渡金 735,923 735,923 1,603,311
その他 126,426 126,426 763,825
貸倒引当金 △34,842 △34,842 △219,133

流動資産合計 5,554,562 5,554,562 7,109,830

固定資産    

有形固定資産 808,374 808,374 832,542

無形固定資産 9,012 9,012 2,594

投資その他の資産    

破産更生債権等 3,292,147 3,292,147 3,371,361

     長期未収入金 1,612,051 1,467,202 －

     その他 648,117 648,117 634,221

     貸倒引当金 △3,867,214 △3,722,365 △3,307,111

     投資その他の資産合計 1,685,100 1,685,100 698,471

固定資産合計 2,502,488 2,502,488 1,533,608

資産合計 8,057,051 8,057,051 8,643,439
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【訂正内容】７頁 
（２）四半期連結損益計算書 

（下線部は訂正部分を示します） 
（単位：千円） 

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) 

(訂正前） (訂正後） 
売上高 3,583,522 売上高 3,583,522
売上原価 3,083,934 売上原価 3,199,053

売上総利益 499,587 売上総利益 384,469

販売費及び一般管理費 758,384 販売費及び一般管理費 758,384

営業損失（△） △258,797 営業損失（△） △373,915

営業外収益 営業外収益 

受取利息 743 受取利息 743
受取配当金 1 受取配当金 1
投資不動産賃貸料 8,714 投資不動産賃貸料 8,714

雑収入 21,372 受取保険金 13,897
その他 2,110 その他 9,584

営業外収益合計 32,941 営業外収益合計 32,941

営業外費用 営業外費用 

支払利息 33,901 支払利息 33,901

賃貸収入原価 5,453 賃貸収入原価 5,453
その他 1,597 その他 1,597

営業外費用合計 40,952 営業外費用合計 40,952

経常損失（△） △266,808 経常損失（△） △381,926

特別利益 特別利益 

固定資産売却益 7 固定資産売却益 7

前期損益修正益 88,614  
その他 12,094 賞与引当金戻入額 12,094

特別利益合計 100,716 特別利益合計 12,102

特別損失 特別損失 

減損損失 19,830 減損損失 19,830

たな卸資産評価損 269,198 前期損益修正損 65,466
貸倒引当金繰入額 107,897 過年度増値税等 107,897

特別損失合計 396,926 特別損失合計 193,194

税金等調整前四半期純損失（△） △563,018 税金等調整前四半期純損失（△） △563,018

法人税等 1,047 法人税等 1,047

四半期純損失（△） △564,066 四半期純損失（△） △564,066



 7

 

【訂正内容】８頁 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（下線部は訂正部分を示します） 
（単位：千円） 

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) 

(訂正前） (訂正後） 
営業活動によるキャッシュ・フロー 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（△） △563,018 税金等調整前四半期純損失（△） △563,018
減価償却費 6,731 減価償却費 6,731
減損損失 19,830 減損損失 19,830
貸倒引当金の増減額（△は減少） 370,331 貸倒引当金の増減額（△は減少） 229,898
 賞与引当金の増減額（△は減少） △15,486
受取利息及び受取配当金 △744 受取利息及び受取配当金 △744
支払利息 33,901 支払利息 33,901
為替差損益（△は益） 1,996 為替差損益（△は益） 1,996
有形固定資産売却損益（△は益） △7 有形固定資産売却損益（△は益） △7
前期損益修正損益（△は益） △88,614 前期損益修正損益（△は益） 65,466

 過年度増値税等 107,897
売上債権の増減額（△は増加） △503,288 売上債権の増減額（△は増加） △503,288
前渡金の増減額（△は増加） 157,188 前渡金の増減額（△は増加） 157,188
たな卸資産の増減額（△は増加） 170,694 たな卸資産の増減額（△は増加） 16,614
仕入債務の増減額（△は減少） 273,973 仕入債務の増減額（△は減少） 273,973
その他 △57,488 その他 △9,468

小計 △178,513 小計 △178,513

利息及び配当金の受取額 199 利息及び配当金の受取額 199
利息の支払額 △14,479 利息の支払額 △14,479
法人税等の支払額 △1,374 法人税等の支払額 △1,374

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,168 営業活動によるキャッシュ・フロー △194,168

投資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 △545 有形固定資産の取得による支出 △545
有形固定資産の売却による収入 70 有形固定資産の売却による収入 70
投資有価証券の取得による支出 △149 投資有価証券の取得による支出 △149
貸付金の回収による収入 37,837 貸付金の回収による収入 37,837

 預け金の純増（△は増加） 230,000
その他 250,137 その他 20,137

投資活動によるキャッシュ・フロー 287,351 投資活動によるキャッシュ・フロー 287,351

財務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  
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短期借入金の純増減額（△は減少） △291,627 短期借入金の純増減額（△は減少） △291,627
長期借入金の返済による支出 △25,107 長期借入金の返済による支出 △25,107
リース債務の返済による支出 △2,513 リース債務の返済による支出 △2,513
配当金の支払額 △36 配当金の支払額 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,284 財務活動によるキャッシュ・フロー △319,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 561 現金及び現金同等物に係る換算差額 561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225,540 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225,540

現金及び現金同等物の期首残高 598,531 現金及び現金同等物の期首残高 598,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 372,990 現金及び現金同等物の四半期末残高 372,990

 

以上 
 

 


