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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 20,442 △3.7 11 ― 86 215.9 45 307.2
21年3月期第2四半期 21,237 ― △28 ― 27 ― 11 ―

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 11.70 ―
21年3月期第2四半期 2.87 ―

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 13,161 3,818 29.0 984.50
21年3月期 12,533 3,821 30.5 985.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,818百万円 21年3月期  3,821百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 12.00 12.00

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 42,000 △0.4 250 10.7 360 7.5 190 10.9 48.98



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 
  通期の連結業績予想については、平成21年５月18日に公表いたしました数値から修正しておりません。 
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。実際の業績等は、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、５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2四半期 3,882,500株 21年3月期  3,882,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,399株 21年3月期  3,399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 3,879,101株 21年3月期第2四半期 3,879,356株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、好転の兆しが弱く、国内消費においては雇用情

勢の悪化や所得環境の厳しさ等から依然として個人消費の低迷が続くなど、大変厳しい環境下で推移い

たしました。  

 当社グループが事業活動の中心といたしております外食・中食市場におきましては、消費者の生活防

衛意識の高まりや、新型インフルエンザ感染の警戒、夏場の天候不順等の要因も重なりかつて無い厳し

い環境が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループは引き続き顧客満足度の向上を主眼に置き、首都圏を中心に更

なる販売体制を強化しました。また、平成21年７月には生鮮野菜類の専門販売会社「株式会社久世フレ

ッシュ・ワン」を設立し生鮮品の販売強化を図り、更にＰＢ商品のスイーツ類を「ドルチェーゼ」ブラ

ンドに統一し、品質向上や商品力強化するなど、お客様に真に必要とされる企業となるべく「利益の確

保と拡大」「商品力強化」に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は204億42百万円(前年同四半期

比3.7%減)となり、営業利益11百万円(前年同四半期は営業損失28百万円)、経常利益86百万円(前年同四

半期比215.9%増)、四半期純利益45百万円(前年同四半期比307.2%増)となりました。 

事業のセグメント別概況は以下の通りです。 

 (食材卸売業)  

 食材卸売業におきましては、特に首都圏エリアでの新規開拓と主要既存店への営業力強化、低粗利商

品の粗利改善や物流コスト削減等に取り組み、売上高および営業利益は計画に対し概ね順調に推移いた

しました。このような結果、売上高は190億96百万円(前年同四半期比3.1%減)、営業利益２億90百万円

(前年同四半期比72.9%増)となりました。 

 (食材製造業) 

 (不動産賃貸業) 

  

【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

 食材製造業におきましては、継続的な品質向上とコストダウン、自社ブランド及びお客様仕様の商品

開発、販売に取り組んでまいりましたが、外食全般的な低迷で販売が伸び悩み、売上高は13億59百万円

(前年同四半期比11.6%減)、営業利益65百万円(前年同四半期比38.3%減)となりました。

 不動産賃貸業におきましては、主に連結子会社を対象に不動産賃貸を行っております。当事業の売上

高は72百万円(前年同四半期比3.3%減)、営業利益48百万円(前年同四半期比1.8%減)となりました。



(資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて６億28百

万円増加し、131億61百万円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ、５億86百万円増加し100億88百万円となりました。これは主

として現金及び預金が２億70百万円、受取手形及び売掛金が１億76百万円増加したことによるもので

す。また、固定資産は前連結会計年度末に比べ、41百万円増加し、30億73百万円となりました。これ

は主として有形固定資産が11百万円、投資その他の資産が53百万円増加し、無形固定資産が22百万円

減少したことによるものです。 

(負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億30百万円増加し、93億42百万円となりました。

これは主として支払手形及び買掛金が７億61百万円増加し、借入金が１億18百万円減少したことによ

るものです。 

(純資産) 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、38億18百万円となりました。こ

れは主に利益剰余金が１百万円減少したことによるものです。この結果、自己資本比率は29.0%とな

りました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末と比較して２億54百万円増加し、27億41百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して１億57百万円減少し、５億75百万

円の収入となりました。これは売上債権の増加額が１億76百万円(前年同四半期は売上債権の減少額

が５億92百万円)、仕入債務の増加額が７億61百万円(前年同四半期は仕入債務の増加額が６百万

円)、たな卸資産の増加額が１億29百万円(前年同四半期はたな卸資産の減少額が75百万円)であった

ことが主たる要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して１億26百万円減少し、１億55百万

円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出が69百万円(前年同四半期は38百万

円)、無形固定資産の取得による支出が20百万円(前年同四半期は１百万円)であったことが主たる要

因であります。又、子会社設立による株式取得30百万円がその他投資等の取得等による支出に含まれ

ております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して72百万円減少し、１億65百万円の

支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出が２億18百万円（前年同四半期は３億46百

万円)、長期借入れによる収入が１億円（前年同四半期は３億円)であったことが主たる要因でありま

す。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 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)

(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)



今後の日本経済の見通しにつきましては、急速に進んだ円高により輸出産業を中心に先行き不透明

感が拡がり、設備投資や個人消費の足取りは依然重く、外食・中食市場を取り巻く環境は厳しさを増

すことが予想されます。  

 このような状況下、当社グループとしましては、引き続き低粗利商品の見直しによる売上総利益率

の維持や物流コスト等の経費の削減に積極的に取組んでまいりますが、新型インフルエンザ流行や消

費者の低価格志向の影響もあり、通期連結業績予想につきましては、平成21年５月18日に公表いたし

ました数値を据え置き、売上高420億円(前年同期比0.4%減)、営業利益２億50百万円(前年同期比

10.7%増)、経常利益３億60百万円(前年同期比7.5%増)、および当期純利益１億90百万円(前年同期比

10.9%増)の見通しであります。 

  
    

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

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



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 3,070,054 2,799,830

受取手形及び売掛金 4,981,158 4,804,461

商品及び製品 1,348,004 1,186,149

原材料及び貯蔵品 127,560 159,949

その他 579,659 569,204

貸倒引当金 △18,327 △17,649

流動資産合計 10,088,110 9,501,945

固定資産   

有形固定資産 1,535,698 1,524,128

無形固定資産 199,977 222,906

投資その他の資産   

その他 1,393,877 1,357,014

貸倒引当金 △55,781 △72,255

投資その他の資産合計 1,338,096 1,284,759

固定資産合計 3,073,772 3,031,793

資産合計 13,161,882 12,533,739

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,788,608 6,027,572

1年内返済予定の長期借入金 426,000 411,000

未払法人税等 48,797 100,006

賞与引当金 159,000 137,003

その他 714,133 708,496

流動負債合計 8,136,539 7,384,079

固定負債   

長期借入金 726,000 859,000

退職給付引当金 276,445 269,432

役員退職慰労引当金 164,475 160,730

その他 39,461 39,439

固定負債合計 1,206,381 1,328,602

負債合計 9,342,921 8,712,681

純資産の部   

株主資本   

資本金 302,250 302,250

資本剰余金 291,900 291,900

利益剰余金 3,203,669 3,204,833

自己株式 △1,687 △1,652

株主資本合計 3,796,132 3,797,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,829 23,727

評価・換算差額等合計 22,829 23,727

純資産合計 3,818,961 3,821,057

負債純資産合計 13,161,882 12,533,739



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 21,237,861 20,442,614

売上原価 17,857,708 16,985,971

売上総利益 3,380,153 3,456,643

販売費及び一般管理費   

給料 654,199 662,076

賞与引当金繰入額 100,805 142,885

運賃 1,645,509 1,578,218

貸倒引当金繰入額 14,926 9,317

役員退職慰労引当金繰入額 7,230 7,300

その他 986,220 1,045,146

販売費及び一般管理費合計 3,408,891 3,444,944

営業利益又は営業損失（△） △28,738 11,698

営業外収益   

物流業務受託収入 78,058 79,291

協賛金収入 53,661 71,462

その他 59,683 69,200

営業外収益合計 191,403 219,955

営業外費用   

物流業務受託収入原価 83,254 86,515

催事等振替原価 28,958 35,500

その他 22,946 22,759

営業外費用合計 135,159 144,775

経常利益 27,505 86,878

特別利益   

投資有価証券売却益 4,000 －

貸倒引当金戻入額 746 4,048

特別利益合計 4,746 4,048

特別損失   

減損損失 － 2,712

固定資産除却損 － 153

投資有価証券評価損 1,515 －

特別損失合計 1,515 2,865

税金等調整前四半期純利益 30,737 88,061

法人税、住民税及び事業税 22,114 47,307

法人税等調整額 △2,522 △4,631

法人税等合計 19,591 42,675

四半期純利益 11,145 45,385



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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) 

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 30,737 88,061

減価償却費 105,438 109,287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,878 3,745

投資有価証券売却損益（△は益） △4,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,515 －

減損損失 － 2,712

固定資産除却損 － 153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,662 △15,796

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,770 21,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） △444 7,012

受取利息及び受取配当金 △5,869 △5,865

支払利息 10,931 11,458

売上債権の増減額（△は増加） 592,626 △176,697

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,699 △129,466

仕入債務の増減額（△は減少） 6,736 761,036

その他の資産の増減額（△は増加） △5,880 10,513

その他の負債の増減額（△は減少） 1,888 △8,318

小計 804,393 679,833

利息及び配当金の受取額 1,835 622

利息の支払額 △11,046 △11,299

法人税等の支払額 △62,373 △93,496

営業活動によるキャッシュ・フロー 732,809 575,660

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 △38,716 △69,344

無形固定資産の取得による支出 △1,030 △20,936

投資有価証券の取得による支出 △4,433 △4,637

投資有価証券の売却による収入 4,000 －

その他投資等の取得等による支出 △11,668 △48,776

その他投資等の解約等による収入 30,930 2,690

貸付けによる支出 △1,000 △6,000

貸付金の回収による収入 8,324 7,202

定期預金の預入による支出 △15,461 △15,481

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,056 △155,283

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △346,666 △218,000

自己株式の取得による支出 △302 △35

リース債務の返済による支出 － △1,278

配当金の支払額 △46,233 △46,322

財務活動によるキャッシュ・フロー △93,201 △165,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 610,551 254,742

現金及び現金同等物の期首残高 2,022,252 2,487,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,632,804 2,741,959



該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
(注) 1 事業区分の方法 

  事業形態別に、食材卸売業、食材製造業、不動産賃貸業に区分しております。 

2 各事業区分に属する主な商品または事業内容 

 （1）食材卸売業   外食産業等に対する食材等の販売（業務用冷凍食品、冷蔵食品、生鮮食品、その他 

            全般） 

 （2）食材製造業   外食産業等に対する食材の製造・販売（業務用スープ、ソース等） 

 （3）不動産賃貸業  不動産の賃貸 

3 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を 

  第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

  り下げの方法）に変更しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は食材卸売業は4,046 

   千円、食材製造業は37千円それぞれ減少しております。なお、不動産賃貸業の営業利益に与える影響はあり

   ません。   

      4 商品展示会および商品カタログに係る費用の計上区分の変更     

  従来、商品展示会および商品カタログに係る費用は販売費及び一般管理費に計上し、商品展示会の小間代お

よび商品カタログの掲載料の収入は協賛金収入として営業外収益に計上しておりました。 近は当該費用や

収入が増加傾向にあり、また今後も増加が見込まれるため、収益と費用の対応を明確にし、経営成績をより

適正に表示するため、当第１四半期連結会計期間より当該収入に対応する商品展示会および商品カタログに

係る費用を催事等振替原価として営業外費用計上する方法に変更しております。この変更により、従来の方

法と比較して、食材卸売業の営業利益が28,958千円増加しておりますが、食材製造業及び不動産賃貸業の営

業利益に与える影響はありません。 

  

(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】

食材卸売業
(千円)

食材製造業
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,694,385 1,538,595 4,879 21,237,861 ― 21,237,861

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,105 ─ 70,197 77,303 (77,303) ―

計 19,701,491 1,538,595 75,077 21,315,165 (77,303) 21,237,861

営業利益又は営業損失(△) 167,853 105,994 48,859 322,708 (351,446) △28,738



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) 

  

 
(注) 1 事業区分の方法 

  事業形態別に、食材卸売業、食材製造業、不動産賃貸業に区分しております。 

2 各事業区分に属する主な商品または事業内容 

 （1）食材卸売業   外食産業等に対する食材等の販売（業務用冷凍食品、冷蔵食品、生鮮食品、その他 

            全般） 

 （2）食材製造業   外食産業等に対する食材の製造・販売（業務用スープ、ソース等） 

 （3）不動産賃貸業  不動産の賃貸 

  
   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な海外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

  

  
   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な海外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

  

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

   該当事項はありません。 

食材卸売業
(千円)

食材製造業
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,080,321 1,359,900 2,393 20,442,614 ― 20,442,614

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

15,810 ─ 70,197 86,008 (86,008) ―

計 19,096,132 1,359,900 72,590 20,528,623 (86,008) 20,442,614

営業利益 290,171 65,405 48,001 403,578 (391,879) 11,698

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




