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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 131,479 △1.4 1,177 26.7 1,269 24.8 420 20.5
21年3月期第2四半期 133,408 ― 929 ― 1,016 ― 349 ―

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2四半期 20.82 ―

21年3月期第2四半期 17.28 ―

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2四半期 88,893 26,277 28.1 1,238.78
21年3月期 85,857 25,567 28.3 1,203.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,007百万円 21年3月期  24,286百万円

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

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

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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 268,000 1.4 2,550 6.3 2,550 1.9 1,250 20.7 61.92



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）  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。 

(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） 

(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。 

(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 

平成21年５月14日発表の連結業績予想から変更はありません。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いた見通しであり、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、上記数値と異なる場合があります。 
業績予想に関する事項につきましては、３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。 

新規 1社 （社名 （株）中九食品 ） 除外 1社 （社名 北薩酒類販売（株） ）

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） 22年3月期第2四半期 20,519,212株 21年3月期  20,519,212株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  332,331株 21年3月期  331,999株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 20,187,049株 21年3月期第2四半期 20,187,930株
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【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 

当第２四半期連結累計期間における我が国の景気は、各国の景気対策で輸出が幾分回復するとと

もに、エコカー減税やエコポイント制度などの各種経済対策の効果もあって製造業を中心に持ち直しつ

つありますが、長引く景気低迷と雇用・所得環境悪化の影響から個人消費や設備投資がなかなか回復

せず、夏場の天候不順も影響して本格的な景気回復にはほど遠い状況で推移してまいりました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、消費者の低価格志向やオーバースト

アなどに起因する激しい価格競争の中で、生き残りをかけた機能充実とローコスト競争がますます激化

してまいりました。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社13社と持分法適用関連会社１社を含め、物流

を伴う現物問屋として、情報・物流・リテールサポート・品揃え等の各機能を充実させた提案を行い、関

連各部門の連携強化による総合力を活かした商流の構築に努めてまいりました。また、新規取引先の

獲得や既存のお得意先様への拡売に積極的に取り組んでまいりましたが、デフレ傾向の進展をカバー

するに至らず、売上高は1,314億79百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレーショ

ンの追求による経費の節減に努力いたしました結果、営業利益は11億77百万円(前年同期比26.7％増)、

経常利益は12億69百万円(前年同期比24.8％増)、四半期純利益は４億20百万円(前年同期比20.5％

増)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末において、株式会社中九食品が新たに連結の範囲に含まれたことに

より、総資産は前連結会計年度末に比べ30億37百万円増加し、888億93百万円となりました。主な要因

は、「受取手形及び売掛金」の増加11億95百万円、時価評価による含み益の増加等に伴う「投資有価

証券」の増加７億22百万円によるものです。負債の部においても前連結会計年度末に比べ23億27百万

円増加し、626億17百万円となりました。主な要因は「支払手形及び買掛金」の増加26億86百万円によ

るものです。 

また、純資産においては前連結会計年度末に比べ７億10百万円増加し、262億77百万円となりました。

主な要因は、「利益剰余金」の増加２億18百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加５億１百万円

によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

①新規連結：株式会社中九食品 

平成21年９月30日に九州伊藤忠食品株式会社の株式を新規取得した後、社名変更をし 

      連結子会社となりました。 

 

②連結除外：北薩酒類販売株式会社 

前期末において当社の連結子会社であった北薩酒類販売株式会社は、平成21年４月１日

付で当社の連結子会社である鹿児島中央酒販株式会社に吸収合併され、消滅しました。 

 

(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 

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計年度末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。 

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。 

 

(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 

会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」 （企業会計基準第15号 平成19年12月27日） 及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日） を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期

連結会計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を

適用しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間においては工事進行基準の適用要件を満たす工事契約

が存在しないため、損益に与える影響はありません。 
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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】 

（百万円未満四捨五入）

当第２四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,747 9,832

受取手形及び売掛金 29,099 27,904

商品及び製品 5,086 4,346

仕掛品 38 37

原材料及び貯蔵品 182 170

その他 5,384 4,395

貸倒引当金 △801 △656

流動資産合計 48,735 46,029

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,527 12,772

土地 17,241 17,291

その他（純額） 1,229 1,283

有形固定資産合計 30,996 31,346

無形固定資産   

ソフトウエア 656 880

その他 363 116

無形固定資産合計 1,019 996

投資その他の資産   

投資有価証券 6,586 5,864

その他 2,079 2,198

貸倒引当金 △523 △576

投資その他の資産合計 8,143 7,486

固定資産合計 40,158 39,828

資産合計 88,893 85,857

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,546 27,860

短期借入金 10,423 12,000

未払法人税等 764 553

賞与引当金 1,026 711

その他 8,012 8,305

流動負債合計 50,770 49,428

固定負債   

長期借入金 6,310 5,905

退職給付引当金 1,091 892

役員退職慰労引当金 261 242

その他 4,184 3,822
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（百万円未満四捨五入）

当第２四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21年３月31日) 

固定負債合計 11,846 10,861

負債合計 62,617 60,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,026 1,026

資本剰余金 946 946

利益剰余金 21,104 20,885

自己株式 △341 △341

株主資本合計 22,734 22,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,284 1,783

繰延ヘッジ損益 △11 △13

評価・換算差額等合計 2,273 1,770

少数株主持分 1,270 1,281

純資産合計 26,277 25,567

負債純資産合計 88,893 85,857
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（百万円未満四捨五入）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 133,408 131,479

売上原価 122,756 121,090

売上総利益 10,652 10,388

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 2,195 2,064

貸倒引当金繰入額 80 155

賞与引当金繰入額 835 746

退職給付費用 151 235

役員退職慰労引当金繰入額 19 18

福利厚生費 388 366

荷造運搬費 2,757 2,581

租税公課 172 143

減価償却費 339 418

その他 2,786 2,485

販売費及び一般管理費合計 9,723 9,211

営業利益 929 1,177

営業外収益   

受取利息 22 8

受取配当金 50 46

仕入割引 24 22

持分法による投資利益 6 16

負ののれん償却額 4 4

雑収入 186 179

営業外収益合計 292 275

営業外費用   

支払利息 136 125

売上割引 25 21

雑損失 44 37

営業外費用合計 205 183

経常利益 1,016 1,269

特別利益   

固定資産売却益 6 0

投資有価証券売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 32 73

役員退職慰労引当金戻入額 4 －

事業譲渡益 18 －

特別利益合計 60 75
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（百万円未満四捨五入）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産除売却損 33 6

減損損失 38 242

投資有価証券評価損 22 131

その他 4 1

特別損失合計 97 380

税金等調整前四半期純利益 980 964

法人税、住民税及び事業税 468 747

過年度法人税等 183 4

法人税等調整額 △9 △202

法人税等合計 642 549

少数株主損失（△） △11 △5

四半期純利益 349 420
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（3）　継続企業の前提に関する注記

　　　 当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　　至　平成21年９月30日）

　　　　　 該当事項はありません。

（4）　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　 当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　　至　平成21年９月30日）

　　　　　 該当事項はありません。
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