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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4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3月期第3四半期 117,486 △4.8 789 28.6 1,076 19.1 550 △13.6

21年3月期第3四半期 123,431 ― 613 ― 903 ― 637 ―

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3四半期 23.90 ―

21年3月期第3四半期 27.65 ―

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3四半期 45,170 16,116 35.7 699.03
21年3月期 33,504 15,522 46.3 673.24

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,116百万円 21年3月期  15,522百万円

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 ― 2.00 ― 4.00 6.00
22年3月期 ― 2.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 5.00

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 160,125 1.4 621 5.8 962 2.1 575 △12.0 24.93
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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 

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、
４ページの【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3四半期 23,121,000株 21年3月期  23,121,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  64,830株 21年3月期  64,523株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 23,056,273株 21年3月期第3四半期 23,064,165株
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 当第3四半期累計期間における食品流通業界を取り巻く環境は、景気低迷に伴う消費者の生活防衛意識の高まりか

ら、消費不振と小売店頭における低価格志向がますます強まるなど、厳しい経営環境が続きました。 

 このような経済状況のもと、中期経営計画「プラン２０１０」の２期目として、当社グループの強みである生鮮を

基軸としたフルライン、フルファンクションの地域に密着したビジネスモデルに磨きをかけ、関係会社を含む総合力

による販売強化を進めてまいりました。また、当社の成長戦略を担うフードサービス事業やリテールサポート事業を

推進する関係会社の業績が伸長するとともに、コスト削減や付加価値提供において当社グループの中でシナジー効果

を高めることができました。 

 この結果、当第3四半期累計期間におきましては、単価下落の影響を受け、売上高は1,174億86百万円（前年同期比

4.8%減少）と減収となりましたが、利益面においては、業務改善の継続とＩＴ活用による人件費、一般管理費等の経

費削減効果により、営業利益は7億89百万円（前年同期比28.6%増加）、経常利益は10億76百万円（前年同期比19.1%

増加）と増益となりました。 

 一方、四半期純利益については、特別損失として投資有価証券評価損の計上を行ったことから、5億50百万円（前

年同期比13.6%減少）となりました。 

  

[セグメント別の概況] 

 ※各セグメントの売上高については、セグメント間の内部売上高を除いて記載しております。 

  

＜水産事業セグメント＞ 

  売上高 805億21百万円 （前年同期比 5.6%減少） 

  営業利益 2億37百万円 （前年同期比 32.6%減少） 

 売上高におきましては、年間 大の商戦である年末商戦では、鮭鱒・カニなどの商材を中心に好調に推移しました

が、水産物全体では魚価低迷の影響を受け、数量ベースでは前年を上回ったものの、売上高は前年に対して減収とな

り、またコスト削減を進めたものの、営業利益は減益となりました。 

 尚、水産事業セグメントは当社のコア事業であり、さらなる魚食普及と小売店頭での活性化を推進すべく、全社の

総合力とネットワークにより販促企画及び受発注・物流のしくみの提案に力を入れ、業績の改善に努めています。 

  

＜一般食品事業セグメント＞ 

  売上高  211億85百万円 （前年同期比 3.1%減少） 

  営業利益  1億48百万円 （前年同期は8百万円の営業利益）  

 売上高におきましては、当社グループの重点取引先である地域の独立小売店、ローカルチェーンに対して、リテー

ルサポート機能との連携による顧客ソリューション型営業を継続しましたが、価格下落の影響を受け減収となりまし

た。 

 一方、前期に実施した営業拠点間の機能の整理による固定費のコスト削減と、本部におけるマーチャンダイジング

機能強化と仕入政策の一元化を進めたことから、営業利益は前年同期に対して1億40百万円の大幅な増益となりまし

た。 

  

＜畜産事業セグメント＞ 

  売上高 155億86百万円 （前年同期比 2.7%減少） 

  営業利益 3億15百万円 （前年同期比 46.3%増加）  

 当社グループ独自のりんご入り醗酵飼料により肥育した「りんご和牛 信州牛」がマーケットで高く評価され、売

上高が拡大しました。一方、当セグメント全体では、消費低迷に伴い値頃感のある牛・豚肉の部位を中心に数量では

大きく伸長したものの、価格下落の影響を受け売上高は減収となりました。 

 利益面においては、食肉の生産から加工、販売に至るＳＣＭの推進による事業構造の改革が進んだことに加え、関

連会社である大信畜産工業（株）の業績も伸長したことから、営業利益は前年同期に対して1億円の大幅な増益とな

りました。 

  

＜その他事業セグメント（小売店支援事業、物流事業、冷蔵庫事業、通信機器等の販売及び保険代理店事業）＞ 

  売上高  1億92百万円 （前年同期比 7.2%減少） 

  営業利益  87百万円 （前年同期比 135.8%増加）   

 小売店支援事業を行う関係会社のＡＥＳ（株）は、契約小売店を対象として統一商品政策の推進や受発注システム

の導入を継続しました。また、物流事業、冷蔵庫事業を行う関係会社のマルイチ・ロジスティクス・サービス（株）

では、物流受託業務の拡大を推進したことから、それぞれ業績が伸長しました。これらの結果、営業利益は前年同期

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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に対して50百万円の増益となりました。 

  

（１）総資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、451億70百万円となり、前連結会計年度末と比較して116億66百

万円の増加となりました。主な要因として「現金及び預金」が24億43百万円となったこと、及び金融機関休業日のた

め「受取手形及び売掛金」が86億20百万円増加したことから、流動資産は117億53百万円増加し、295億5百万円とな

りました。また「建物及び構築物」が2億28百万円減少したことにより、固定資産は87百万円減少し、156億64百万円

となりました。 

負債は、290億53百万円となり、前連結会計年度末と比較して110億71百万円増加となりました。主な要因は、金

融機関休業日のため「支払手形及び買掛金」が113億49百万円増加したことによります。また「1年内返済予定の長期

借入金」が86百万円減少し、流動負債は274億44百万円となりました。固定負債は、「長期借入金」が80百万円減少

し、16億8百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末と比較して5億94百万円増加して161億16百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の46.3%から35.7%となりましたが、前年同四半期と比較すると

1.2％増加しております。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第3四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）の残高は53億78百万円となり、

前連結会計年度末と比較して24億43百万円の増加となりました。 

 当第３四半期連結会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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は29億65百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が9億57百万

円となり、売上債権・たな卸資産・仕入債務からなる運転資金が22億26百万円増加した一方で、法人税等の支払額が

6億56百万円発生したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1億82百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億31

百万円、無形固定資産の取得による支出が69百万円となる一方で、投資有価証券の売却による収入が23百万円となっ

たことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は3億39百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が1億66百

万円、リース債務の返済による支出が34百万円、配当金の支払額が1億37百万円となったことによります。 

  

 当期は、中期経営計画に基づく事業構造改革に向けた諸施策および成長戦略についても、予定通り順調に進捗して

おります。よって平成21年5月12日発表しました通期業績予想に変更はありません。 

  

※  ※ 業績予想につきましては、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ます。 

   実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる結果となる可能性があります。  

  

 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。   

  

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）

（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
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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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,384 2,941

受取手形及び売掛金 19,485 10,864

商品及び製品 2,918 2,410

仕掛品 4 6

原材料及び貯蔵品 65 55

その他 2,057 1,693

貸倒引当金 △410 △219

流動資産合計 29,505 17,752

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,484 4,712

土地 7,440 7,440

その他（純額） 447 372

有形固定資産合計 12,372 12,526

無形固定資産 231 238

投資その他の資産   

投資有価証券 2,273 2,223

その他 840 834

貸倒引当金 △53 △70

投資その他の資産合計 3,060 2,986

固定資産合計 15,664 15,751

資産合計 45,170 33,504

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,373 12,024

短期借入金 1,500 1,500

1年内返済予定の長期借入金 107 193

未払法人税等 114 419

賞与引当金 236 568

役員賞与引当金 － 11

その他 2,112 1,756

流動負債合計 27,444 16,474

固定負債   

長期借入金 71 152

退職給付引当金 426 319

役員退職慰労引当金 312 281

債務保証損失引当金 304 304

その他 493 449
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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３月31日) 

固定負債合計 1,608 1,507

負債合計 29,053 17,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,719 3,719

資本剰余金 3,380 3,380

利益剰余金 9,050 8,637

自己株式 △52 △52

株主資本合計 16,097 15,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 △163

評価・換算差額等合計 19 △163

純資産合計 16,116 15,522

負債純資産合計 45,170 33,504
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 123,431 117,486

売上原価 109,514 104,547

売上総利益 13,917 12,938

販売費及び一般管理費 13,303 12,149

営業利益 613 789

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 65 65

受取賃貸料 126 120

負ののれん償却額 3 －

完納奨励金 28 27

その他 87 89

営業外収益合計 314 304

営業外費用   

支払利息 21 13

その他 2 3

営業外費用合計 24 16

経常利益 903 1,076

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 1

固定資産売却益 162 2

投資有価証券売却益 3 17

その他 － 2

特別利益合計 169 25

特別損失   

貸倒引当金繰入額 3 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 2 3

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 11 140

賃貸借契約解約損 18 －

その他 0 0

特別損失合計 36 144

税金等調整前四半期純利益 1,037 957

法人税、住民税及び事業税 445 350

法人税等調整額 △47 55

法人税等合計 398 406

少数株主利益 1 －

四半期純利益 637 550
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 44,883 42,987

売上原価 39,687 38,156

売上総利益 5,195 4,830

販売費及び一般管理費 4,791 4,322

営業利益 404 507

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 17 17

受取賃貸料 41 40

負ののれん償却額 1 －

完納奨励金 10 9

その他 33 33

営業外収益合計 104 100

営業外費用   

支払利息 7 4

その他 0 1

営業外費用合計 8 5

経常利益 501 602

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 1

投資有価証券売却益 3 14

その他 － 2

特別利益合計 5 19

特別損失   

貸倒引当金繰入額 2 －

固定資産除却損 1 0

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 9 140

その他 － 0

特別損失合計 13 140

税金等調整前四半期純利益 492 480

法人税、住民税及び事業税 286 219

法人税等調整額 △82 △21

法人税等合計 204 197

四半期純利益 288 282
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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 1,037 957

減価償却費 429 435

のれん償却額 0 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 342 172

賞与引当金の増減額（△は減少） △165 △295

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48 107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 31

受取利息及び受取配当金 △68 △67

支払利息 21 13

固定資産売却損益（△は益） △161 △2

固定資産除却損 2 3

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △17

投資有価証券評価損益（△は益） 11 140

売上債権の増減額（△は増加） △8,603 △8,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △634 △515

仕入債務の増減額（△は減少） 10,967 11,349

その他の流動資産の増減額（△は増加） △379 △476

その他の負債の増減額（△は減少） 557 323

その他 10 12

小計 3,432 3,559

利息及び配当金の受取額 68 69

利息の支払額 △20 △13

法人税等の支払額 △221 △656

法人税等の還付額 4 6

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,263 2,965

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 △141 △131

有形固定資産の売却による収入 241 3

有形固定資産の除却による支出 △2 △1

無形固定資産の取得による支出 △64 △69

投資有価証券の取得による支出 △9 △8

投資有価証券の売却による収入 5 23

貸付金の回収による収入 2 3

定期預金の払戻による収入 9 －

定期預金の預入による支出 △0 －

その他 △121 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △79 △182
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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） △200 －

長期借入金の返済による支出 △207 △166

リース債務の返済による支出 △19 △34

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △6 △0

配当金の支払額 △44 △137

少数株主への配当金の支払額 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △478 △339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,704 2,443

現金及び現金同等物の期首残高 1,653 2,935

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,357 5,378
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における本邦以外の国又は地域に所在する連結子会

社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における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。 

  

（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〕

  
水産事業 

  
（百万円） 

一般食品
事業 

（百万円）

畜産事業
  

（百万円）

その他事業
  
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結
  

（百万円）

   売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  85,337  21,864  16,022  207  123,431  －  123,431

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  4  －  836  840 (840)  －

計  85,337  21,868  16,022  1,043  124,272 (840)  123,431

営業利益  353  8  215  37  613  (－)  613

  
水産事業 

  
（百万円） 

一般食品
事業 

（百万円）

畜産事業
  

（百万円）

その他事業
  
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結
  

（百万円）

   売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  80,521  21,185  15,586  192  117,486  －  117,486

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  1  －  1,342  1,344 (1,344)  －

計  80,521  21,187  15,586  1,535  118,831 (1,344)  117,486

営業利益  237  148  315  87  789  (－)  789

〔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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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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