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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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9月期第1四半期 8,811 △1.9 379 16.9 277 19.3 132 155.4
21年9月期第1四半期 8,983 ― 325 ― 232 ― 51 ―

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9月期第1四半期 2.04 ―

21年9月期第1四半期 0.80 ―

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9月期第1四半期 33,835 8,673 25.6 133.81
21年9月期 32,976 8,526 25.8 131.53

（参考） 自己資本  22年9月期第1四半期  8,665百万円 21年9月期  8,518百万円

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9月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

― ― 1.00 1.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

15,500 △2.8 480 22.5 200 21.6 50 ― 0.77

通期 30,000 △2.9 950 38.8 400 266.9 100 △17.8 1.54
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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）  有  
新規  ― 社 （社名                       ）      除外 １社 （社名 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス食品販売株式会社） 
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務情報】 「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、５ページ【定性的情報・財務情報】 「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） 

(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 

・上記に記載した予想数値は、発表日現在において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
は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合があります。 
・その他、業績予想に関する事項は、５ページ【定性的情報・財務情報】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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9月期第1四半期 68,004,520株 21年9月期 68,004,520株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期 3,241,847株 21年9月期 3,240,509株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 64,763,855株 21年9月期第1四半期 64,770,604株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による国内景気の深刻な悪

化状況から緩やかながら回復基調にあるものの、依然として企業収益の悪化に伴う設備投資の減少や雇用

情勢の悪化など引き続き厳しい状況下にあり、先行きの不透明感を払拭出来ないまま推移いたしました。

食品業界におきましては、依然として食品に対する安全・安心が求められる一方で、低価格競争の激

化、雇用や所得環境の悪化傾向等の影響による生活防衛の意識の高まりにより、厳しい経営環境が続いて

おります。 

このような事業環境の中において、当社グループは、平成21年10月１日より新販売体制でスタートいた

しました。チャネル及び商品カテゴリー(国内食品・酒類分野及び輸入食品・酒類分野)に、より合致した

営業組織に再編成し、新体制下の販売関連各社が、それぞれの食品マーケットにおける市場ニーズの捕捉

及びその対応を迅速化することで競争力を強化し、販売効率の向上を図りました。また、製造原価のコス

ト低減や販売費及び一般管理費における経費のコントロール等による利益の改善に取り組んでまいりまし

た。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高8,811百万円(前年同期比1.9％減)、営業利益

379百万円(前年同期比16.9％増)、経常利益277百万円(前年同期比19.3％増)、当期純利益132百万円(前年

同期比155.4％増)となりました。 

部門別概況は次のとおりであります。 

(醤油・調味料部門) 

醤油につきましては、市場が低価格志向への強まりによりＮＢ商品からＰＢ商品へのシフトが加速され

ている中、家庭用のＮＢ主力商品である「こいくちしょうゆ」１Ｌペットの売上が好調に推移し、また、

ＰＢ商品は新規顧客獲得による実績が上乗せされております。しかし、業務用商品の売上が苦戦したこと

等により、醤油全体の売上高は前年同期並みとなりました。 

 調味料につきましては、つゆ・たれ類商品の売上が前年同期と比べ減少しましたが、家庭用のＮＢ主力

商品である「醸造みりんタイプ」「料理酒」の売上が好調に推移したこと等により、調味料全体の売上も

前年同期並みとなりました。 

 その結果、当部門の売上高は3,499百万円(前年同期比1.3％減)となりました。 

(輸入食品部門) 

業務用食材につきましては、平成21年11月下旬にフランスで発生した鳥インフルエンザが弱毒性であっ

たため、輸入停止措置は早期に解除となり、冷凍品在庫を確保していたことも寄与して、売上への影響は

出たものの最小限に抑えられました。業務用食材全体の売上は、前年同期を下回りましたが、営業面で

は、ホテル・レストランの需要低下に対処するため、大手婚礼会場チェーン店と成約に至り、また、新規

業態顧客として中華料理チェーン店へのフォアグラの導入が決定しました。さらに、フランス産養殖キャ

ビアが好調な販売となりました。 

製菓用食材につきましては、売上は前年同期を下回りましたが、フランス産クリームチーズＫｉｒｉの

新商品10Kgブロックの大手ユーザー向け販売活動を本格化した結果、北海道の通販会社のチーズケーキ用

が成約した他、大手コンビニエンスストアやその他各社との商談が進行中であります。また、ＤＧＦブラ

ンド商品の販売も順調に推移しております。 

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
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小売用商品につきましては、売上は前年同期を下回りましたが、フォアグラの試食販売が寄与して、紀

ノ国屋、伊勢丹でのクリスマスフェアが好調な販売となりました。 

 その結果、当部門の売上高は2,346百万円(前年同期比12.2％減)となりました。 

(酒類部門) 

清酒につきましては、業界全体での消費量の減少により当社グループにおきましても、厳しい状況が続

いております。しかし、盛田ブランドの「蔵出し 本みりん」やＰＢ商品の「果実酒用焼酎」の売上貢献

により、清酒の売上高減少をカバーしました。 

 ワイン等につきましては、値ごろ感のある中低価格商品(アフォーダブルライン)20銘柄を追加輸入し販

売展開を行いましたが、売上は前年同期を下回りました。  

 その結果、当部門の売上高は1,420百万円(前年同期比5.3％増)となりました。 

(漬物部門) 

「なら漬」を中心とする漬物は、新規での販路拡大や量販店への拡販を目指し営業活動を行っておりま

すが、依然として消費者の中国産原料に対する根強い不信感があり、市場全体が減少している影響等を受

け苦戦が続いております。 

 その結果、当部門の売上高は311百万円(前年同期比12.3％減) となりました。 

(外食部門) 

モリタフードサービス㈱が展開する外食事業は、厳しい事業環境の中、各店舗において堅調な売上を確

保しております。また、前年同期は、新店舗の開業に伴う一過性の費用が発生したこと等もあり、収益が

前年同期と比較して改善されました。 

 その結果、当部門の売上高は259百万円(前年同期比3.5％減)となりました。 

(健康食品部門) 

「もろみ酢」を中心とする健康食品は、ここ数年の落ち込みから下げ止まり傾向にあるものの、売上は

低調に推移しました。 

 その結果、当部門の売上高は112百万円(前年同期比18.1％減)となりました。 

(その他部門) 

飲料につきましては、緑茶飲料に代表される無糖茶飲料需要が飽和状態となっている中で、売れ筋商品

も低価格のＰＢ商品や大容量商品へ移行していることから市場は前年割れが続いており、当社グループの

付加価値型商品である㈱ハイピースの飲料は、このような需要の変化の影響等もあり、売上は前年同期を

下回りました。 

 魚事業につきましては、前年同期は低価格での販売をしたこと等により、一過性の大きな損失を計上す

る結果となりました。この前年同期の損益と比較して収益面は大きく改善されました。 

 その結果、当部門の売上高は861百万円(前年同期比31.2％増)となりました。 
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(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、繁忙期という季節要因によって受取手形及び売掛金が

1,798百万円増加したこと等から前連結会計年度末に比べ1,609百万円増加し、15,314百万円となりまし

た。固定資産は、投資有価証券が506百万円減少したこと等から前連結会計年度末に比べ750百万円減少

し、18,513百万円となりました。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ858百万円増加し、33,835

百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、支払手形及び買掛金が441百万円増加したこと等から前連

結会計年度末に比べ701百万円増加し、21,912百万円となりました。固定負債は、長期借入金が49百万円

増加したこと等から前連結会計年度末に比べ9百万円増加し、3,248百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、四半期純利益により132百万円増加したこと等から前連

結会計年度末に比べ147百万円増加し、8,673百万円となりました。  

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ384百万円増加

し、1,579百万円となりました。    

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益

が220百万円あったこと等により、315百万円となりました。なお、前年同四半期連結会計期間と比べて

は、たな卸資産の減少、仕入債務の増加及び未払費用の増加等により758百万円増加となりました。  

 当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償

還による収入が489百万円あったこと等により、446百万円となりました。なお、前年同四半期連結会計期

間と比べては、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加、事業譲受けによる支出及び有形固定資産

の取得による支出がそれぞれ減少したことにより、677百万円増加となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が

400百万円減少したこと等により、△377百万円となりました。 なお、前年同四半期連結会計期間と比べ

ても、短期借入金の純増減額が大幅に減少したこと等により、1,110百万円減少となりました。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くものと予想しております。このような事

業環境の中、既存の食品事業領域における着実な成長と、経営の効率化により財務体質の健全化を図って

まいります。平成21年11月13日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

  
  

連結子会社であったジャパン・フード＆リカー・アライアンス食品販売㈱は、平成21年10月１日を効力

発生日とする合併により、連結子会社であるＪＦＬＡ販売㈱（旧社名ジャパン・フード＆リカー・アライ

アンス酒類販売㈱）が吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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)

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱　（2538）　平成22年９月期　第１四半期決算短信

- 5 -



 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法  
   当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

  
 ②棚卸資産の評価方法  
   当第１四半期連結会計期間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。 
   また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

 ③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。 

  

該当事項はありません。 
  

当社グループは、ビジネスモデル上、常に支払いが先行することから、主に仕入資金の運転資金に充て

ることとするシンジケートローン契約を金融機関と締結しておりますが、シンジケートローン契約（平成

22年2月10日現在残高525百万円）の財務制限条項に抵触する事実が生じております。これにより継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると判断しております。 

当該シンジケートローン契約の主要貸付人である金融機関と協議の結果、契約の継続、維持を現時点の

判断として得ております。 

当該シンジケートローン契約以外にも同様な財務制限条項がついたシンジケートローン契約があり、そ

の財務制限条項に抵触し、金融機関が権利行使した場合は、融資契約上の全ての債務について期限の利益

を失うこととなり、当社グループの資金繰りや業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループでは、当該状況を解消し財務体質の改善を行うべく、生産・購買から管理・販売に至る全

グループに亘りコスト削減を進め、生産・販売の連携を密にし余剰在庫や生産ロスを最少化し、コストに

見合った適正な販売価格への是正を進めるなど収益面改善のために事業力強化を進めてまいりした。ま

た、保有資産については遊休資産の売却を進めるとともに、生産性の向上のために生産拠点の見直し集約

を行ってまいりました。 

これらの施策の結果、平成21年9月期における連結営業キャッシュ・フローは２期連続の黒字となり、

当第１四半期連結会計期間における四半期純利益は132百万円となり改善を示しております。 

引き続きこれらの施策に取り組み、徹底してグループを挙げてのコスト削減や支出を抑制することに加

えて、生産・販売面での収益改善を進めていくとともに、資本の増強を含めた財務体質の強化・健全化

や、有利子負債の削減にも努めてまいります。 

以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提

に関する注記」の記載には至りませんでした。 

  

(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

(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) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,609 1,225

受取手形及び売掛金 7,372 5,574

商品及び製品 2,567 2,986

仕掛品 2,130 2,364

原材料及び貯蔵品 721 661

その他 952 921

貸倒引当金 △41 △28

流動資産合計 15,314 13,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,283 3,389

土地 7,139 7,139

その他（純額） 1,343 1,383

有形固定資産合計 11,766 11,911

無形固定資産   

のれん 4,509 4,586

その他 222 229

無形固定資産合計 4,732 4,816

投資その他の資産   

その他 2,257 2,782

貸倒引当金 △243 △246

投資その他の資産合計 2,014 2,535

固定資産合計 18,513 19,263

繰延資産 7 8

資産合計 33,835 32,976

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,803 2,362

短期借入金 14,720 15,165

1年内返済予定の長期借入金 1,697 1,719

1年内償還予定の社債 35 35

未払法人税等 156 140

賞与引当金 96 91

その他 2,403 1,696

流動負債合計 21,912 21,210

固定負債   

社債 197 197

長期借入金 2,258 2,208

退職給付引当金 706 739

その他 86 93

固定負債合計 3,248 3,239

負債合計 25,161 24,450
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,773 2,773

資本剰余金 7,719 7,719

利益剰余金 △1,448 △1,580

自己株式 △376 △376

株主資本合計 8,668 8,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8 △4

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 5 △14

評価・換算差額等合計 △2 △18

少数株主持分 8 7

純資産合計 8,673 8,526

負債純資産合計 33,835 32,976
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,983 8,811

売上原価 5,804 5,737

売上総利益 3,178 3,073

販売費及び一般管理費 2,853 2,693

営業利益 325 379

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 5 5

持分法による投資利益 12 13

その他 14 21

営業外収益合計 32 41

営業外費用   

支払利息 89 128

その他 35 16

営業外費用合計 125 144

経常利益 232 277

特別利益   

投資有価証券売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 7 12

その他 － 0

特別利益合計 8 13

特別損失   

固定資産売却損 0 0

投資有価証券売却損 21 11

事業買収調査費 25 －

事業再編損 － 39

その他 15 18

特別損失合計 63 70

税金等調整前四半期純利益 178 220

法人税、住民税及び事業税 58 15

法人税等調整額 65 72

法人税等合計 124 88

少数株主利益 2 0

四半期純利益 51 132

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱　（2538）　平成22年９月期　第１四半期決算短信

- 9 -



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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 178 220

減価償却費 163 143

のれん償却額 76 76

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 9

賞与引当金の増減額（△は減少） 126 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23 △33

持分法による投資損益（△は益） △12 △13

受取利息及び受取配当金 △6 △6

支払利息 89 128

有形固定資産売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） 20 11

預り保証金の増減額（△は減少） △0 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,928 △1,802

たな卸資産の増減額（△は増加） 442 591

前渡金の増減額（△は増加） 64 49

仕入債務の増減額（△は減少） 197 440

未払費用の増減額（△は減少） 59 328

未払消費税等の増減額（△は減少） △17 26

その他 205 264

小計 △352 441

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △86 △126

法人税等の支払額 △9 △6

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △442 315

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 15 －

貸付けによる支出 △15 △45

貸付金の回収による収入 1 4

投資有価証券の売却及び償還による収入 104 489

投資有価証券の取得による支出 △11 △0

営業譲受による支出 △142 －

有形固定資産の取得による支出 △188 △8

その他 5 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △230 446
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,076 △400

長期借入れによる収入 － 316

長期借入金の返済による支出 △286 △286

長期未払金の返済による支出 △20 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △36 △0

その他 － △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 732 △377

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67 384

現金及び現金同等物の期首残高 821 1,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 889 1,579
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該当事項はありません。 

  

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) 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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