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1. 平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 1,035,491 ― 4,983 ― 5,527 ― 2,157 ―
20年12月期第3四半期 1,026,328 0.0 1,710 226.7 2,278 98.0 20 ―

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3四半期 50.20 ―
20年12月期第3四半期 0.48 ―

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3四半期 370,491 73,491 19.5 1,679.65
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3四半期 72,192百万円 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 無
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。

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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3四半期 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3四半期 977,709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3四半期 42,981,208株 20年12月期第3四半期 43,129,055株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展により一部製造業では増産に転じるなど復調の

兆しが見られるものの、依然として雇用情勢の悪化や先行きの不透明感から個人消費は低迷する厳しい状況で推移し

ました。

食品流通業界におきましては、生活防衛意識の高まりなどから内食化傾向が続く一方、商品価格の値下げ要求の高

まりや夏期の天候不良の影響による飲料等の売上不振など、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の

充実、酒類・菓子カンパニーとの更なる連携強化による「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。

このような結果、当第３四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91億62百万円増加の1兆354億91百万円となりました。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32億72百万円増加の49億83百万円、経常利益は32億48百万円増加の55億27百万円となりました。四半期純利

益につきましては、投資有価証券評価損等の特別損失を計上いたしましたが、前年同期比21億36百万円増加の21億57

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３四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559億34百万円、負債が573億61百万円それぞれ減少、純資産が14億26百万

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372億38百万円、「商品及び製

品」が101億86百万円減少し、負債については「支払手形及び買掛金」が527億62百万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３四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、6億69百万円となりました。主たる要因は仕入

債務の減少額527億62百万円、売上債権の減少額372億38百万円、たな卸資産の減少額101億99百万円等によるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、19億24百万円となりました。主たる要因は有形

固定資産の取得による支出14億50百万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３四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は、11億89百万円となりました。主たる要因は配当

金の支払額9億45百万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３四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37億83百万円減少して、320億30百万円となりました。

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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通期の業績予想につきましては、本年2月13日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

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３四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３四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３四

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162百万円減少しておりま

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

‐ 4 ‐

株式会社菱食(7451) 平成21年12月期 第３四半期決算短信



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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,615 2,598
受取手形及び売掛金 164,686 201,924
有価証券 30,600 33,400
商品及び製品 32,005 42,191
原材料及び貯蔵品 25 38
その他 35,344 38,869
貸倒引当金 △583 △539

流動資産合計 263,693 318,483

固定資産

有形固定資産 65,823 66,398
無形固定資産

のれん 5,432 5,907
その他 2,182 2,289

無形固定資産合計 7,615 8,196

投資その他の資産

投資有価証券 15,906 16,317
その他 19,861 19,932
貸倒引当金 △2,409 △2,902

投資その他の資産合計 33,358 33,347

固定資産合計 106,797 107,942

資産合計 370,491 426,426

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 258,223 310,985
引当金 1,620 436
その他 23,950 31,252

流動負債合計 283,794 342,674

固定負債

退職給付引当金 10,534 10,720
役員退職慰労引当金 398 397
その他 2,273 569

固定負債合計 13,205 11,686

負債合計 297,000 354,361
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 44,913 43,701
自己株式 △2,534 △2,533

株主資本合計 72,150 70,940

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 62 △157

為替換算調整勘定 △20 △22

評価・換算差額等合計 41 △180

少数株主持分 1,298 1,304

純資産合計 73,491 72,064

負債純資産合計 370,491 426,426
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(2) 四半期連結損益計算書
(第３四半期連結累計期間)

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 1,035,491
売上原価 948,042

売上総利益 87,448

販売費及び一般管理費 82,465

営業利益 4,983

営業外収益

受取利息 97
受取配当金 253
不動産賃貸料 548
その他 366

営業外収益合計 1,266

営業外費用

支払利息 45
不動産賃貸費用 425
のれん償却額 144
その他 107

営業外費用合計 722

経常利益 5,527

特別利益

固定資産売却益 13
事業譲渡益 78
貸倒引当金戻入額 14
その他 11

特別利益合計 117

特別損失

投資有価証券評価損 1,015
固定資産除却損 50
固定資産売却損 121
減損損失 781
その他 42

特別損失合計 2,011

税金等調整前四半期純利益 3,633

法人税、住民税及び事業税 1,704
法人税等調整額 △262

法人税等合計 1,442

少数株主利益 34

四半期純利益 2,157
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９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 3,633
減価償却費 3,679
減損損失 781
のれん償却額 331
退職給付引当金の増減額（△は減少） △185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0
貸倒引当金の増減額（△は減少） △449

受取利息及び受取配当金 △351

支払利息 45
持分法による投資損益（△は益） 8
有形固定資産売却損益（△は益） 97
投資有価証券売却損益（△は益） △10

投資有価証券評価損益（△は益） 1,017
売上債権の増減額（△は増加） 37,238
たな卸資産の増減額（△は増加） 10,199
未収入金の増減額（△は増加） 3,237
仕入債務の増減額（△は減少） △52,762

未払消費税等の増減額（△は減少） 118
その他 △4,356

小計 2,273

利息及び配当金の受取額 351
利息の支払額 △42

法人税等の支払額 △3,251

営業活動によるキャッシュ・フロー △669

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 △1,450

有形固定資産の売却による収入 194
無形固定資産の取得による支出 △305

投資有価証券の取得による支出 △300

投資有価証券の売却による収入 13
短期貸付金の増減額（△は増加） △44

長期貸付けによる支出 △3

長期貸付金の回収による収入 52
事業譲渡による収入 107
その他 △186

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,924

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 △219

配当金の支払額 △945

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 △1,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,783

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 32,030
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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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日至平成21年９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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日至平成21年９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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日至平成21年９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等
(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期第３四半期）

金額（百万円）

売上高 1,026,328

売上原価 941,865

売上総利益 84,462

販売費及び一般管理費 82,751

営業利益 1,710

営業外収益 1,050

営業外費用 482

経常利益 2,278

特別利益 42

特別損失 990

税金等調整前第３四半期純利益 1,330

法人税、住民税及び事業税 1,201

法人税等調整額 19

少数株主利益 89

四半期純利益 20
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日）

(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
平成20年12月期第３四半期

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,330

減価償却費 3,546

減損損失 12

のれん償却額 444

売上債権の増減額（△は増加） 42,488

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,260

未収入金の増減額（△は増加） 8,665

仕入債務の増減額（△は減少） △67,412

その他 △1,594

小計 △257

利息及び配当金の受取額 353

利息の支払額 △18

法人税等の支払額 △2,717

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,640

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 △1,183

有形固定資産の売却による収入 21

無形固定資産の取得による支出 △676

投資有価証券の取得による支出 △1,984

投資有価証券の売却による収入 119

連結子会社株式の取得による支出 0

その他 308

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,395

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △947

自己株式の純増減額（△は増加） △1

その他 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △973

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,009

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四半期末残高 25,930
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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）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３四半期累計期間

(自 平成20年１月１日

至 平成20年９月30日)

当第３四半期累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９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 17,205 1.7 16,849 1.6 23,181 1.7

調味料類 140,441 13.7 142,594 13.8 195,076 13.9

麺・乾物類 101,512 9.9 103,519 10.0 141,188 10.1

嗜好品・飲料類 164,123 16.0 158,991 15.4 217,526 15.5

菓子類 37,681 3.7 37,504 3.6 50,800 3.6

冷凍・チルド類 243,932 23.7 272,081 26.3 336,136 24.0

酒類 258,279 25.2 243,509 23.5 347,894 24.8

その他 63,152 6.1 60,441 5.8 90,503 6.4

合計 1,026,328 100.0 1,035,491 100.0 1,402,308 100.0

単位：百万円（未満切捨）

業態

前第３四半期累計期間

(自 平成20年１月１日

至 平成20年９月30日)

当第３四半期累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９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 96,900 9.4 87,738 8.5 131,010 9.3

ＧＭＳ（総合スーパー） 102,540 10.0 107,363 10.4 144,540 10.3

ＳＭ（スーパーマーケット） 468,961 45.7 473,789 45.8 641,608 45.8

ＣＶＳ（コンビニエンスストア） 159,168 15.5 178,841 17.3 217,695 15.5

ドラッグストア 42,192 4.1 40,800 3.9 56,578 4.0

ユーザー 41,993 4.1 39,794 3.8 56,992 4.1

その他直販 93,997 9.2 88,636 8.5 125,499 9.0

（直販計） 908,854 88.6 929,226 89.7 1,242,913 88.7

メーカー・他 20,573 2.0 18,526 1.8 28,383 2.0

合計 1,026,328 100.0 1,035,491 100.0 1,402,308 100.0
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