
                         

平成21年８月14日 

各   位 

会 社 名 株式会社三光マーケティングフーズ 

代表者名 代表取締役社長  平林 実 

     （コード番号2762 東証二部） 

問合せ先 取締役財務経理ユニット担当 

     兼財務経理部長  磯崎 利博 

     TEL 03-5985-5711 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年６月期 決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

 

当社は、本日開示いたしました「平成21年６月期 決算短信（非連結）」の数値データについて一部

誤りがありましたので、訂正してお知らせいたします。なお、訂正箇所は、下線を付しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

【１ページ】 

３． 22年６月期の業績予想（平成21年７月１日～平成22年６月30日） 

 

（訂正前） 

（％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） 

 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 13,100 △0.3 1,240 △1.3 1,240 △7.1 550 △16.6 3,822.90

通期 26,000 3.4 2,450 2.5 2,450 1.1 1,040 2.6 7,228.75

 

（訂正後） 

（％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） 

 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 13,100 △0.3 1,240 △1.3 1,240 △7.1 550 △16.6 3,822.90

通期 26,000 3.4 2,450 2.5 2,450 1.1 1,040 △3.0 7,228.75

 

以上 

 



平成21年6月期 決算短信（非連結） 
平成21年8月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 三光マーケティングフーズ 上場取引所 東 
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1.  21年6月期の業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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6月期 25,141 △2.4 2,389 △2.0 2,423 △8.0 1,072 △2.7

20年6月期 25,747 4.2 2,439 △15.3 2,634 △12.9 1,102 △28.5

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6月期 7,452.43 ― 8.4 14.4 9.5
20年6月期 7,660.01 ― 9.2 16.3 9.5

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―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6月期 17,415 13,165 75.6 91,507.45
20年6月期 16,215 12,358 76.2 85,899.97

（参考） 自己資本   21年6月期  13,165百万円 20年6月期  12,358百万円

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6月期 1,573 △242 △1,329 2,976
20年6月期 1,731 △4,421 △586 2,975

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
純資産配当

率（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6月期 ― 800.00 ― 1,000.00 1,800.00 258 23.5 2.2
21年6月期 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00 230 21.5 1.8

22年6月期 
（予想）

― 800.00 ― 800.00 1,600.00 22.1

3.  22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

 

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

13,100 △0.3 1,240 △1.3 1,240 △7.1 550 △16.6 3,822.90

通期 26,000 3.4 2,450 2.5 2,450 1.1 1,040 △3.0 7,228.75



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

[（注） 詳細は、20ページ「「重要な会計方針の変更」をご覧ください。] 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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6月期 143,870株 20年6月期 143,870株

② 期末自己株式数 21年6月期  ―株 20年6月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記予想は、本資料の発表日において入手可能な情報から判断された一定の前提に基づき策定したものであり、実際の業績はさまざまな要因により予想
数値と異なる場合があります。上記予想に関しましては、３ページ「１ 経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 




