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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 32,059 △1.6 146 10.8 239 16.0 133 17.8
21年3月期第3四半期 32,566 ― 132 ― 206 ― 113 ―

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 34.42 ―
21年3月期第3四半期 29.22 ―

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 16,452 3,906 23.7 1,007.12
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3四半期  3,906百万円 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
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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 
 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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,879,101株 21年3月期第3四半期 3,879,313株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は緩やかなデフレ状況下、厳しい雇用、所得環境が

続き、個人消費は依然として低迷し続ける厳しい環境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、消費者の無駄な

消費は避ける傾向が強まる中、入店客・売上増を図る対策の一環としてメニュー価格の引き下げ、低価

格を打ち出すキャンペーン等の動きが活発になってまいりました。 

 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の向上を主眼に置き、首都圏を中心に「生

鮮野菜類」「オリジナルブランド商品」等の販売強化および物流コストをはじめとした経費削減、粗利

益の改善に取り組んでまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は320億59百万円(前年同四半期

比1.6%減)となり、営業利益１億46百万円(前年同四半期比10.8%増)、経常利益２億39百万円(前年同四

半期比16.0%増)、四半期純利益１億33百万円(前年同四半期比17.8%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、引き続き新規開拓、既存店への生鮮野菜類を中心とした取り組み強化お

よび低粗利商品の粗利率の改善、また営業と一体となった物流コースの見直しによる物流費の削減に取

り組み、売上高・営業利益はほぼ計画どおりに推移いたしました。 

 このような結果、売上高は299億16百万円(前年同四半期比0.7%減)、営業利益４億91百万円(前年同四

半期比31.5%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、「製法」の概念を基本に品質向上と製造コストの削減、新規開発商品の

拡売に取り組んでまいりましたが、外食全般的な低迷でスープ類の販売が伸び悩み、売上高は21億64百

万円(前年同四半期比11.8%減)、営業利益１億57百万円(前年同四半期比22.3%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１億８百万円(前年同四半期比3.6%減)、営業利益78百万円(前年同四半期比6.4%増)となりました。
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(資産） 

当第３四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39億18百

万円増加し、164億52百万円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ、39億２百万円増加し134億４百万円となりました。これは主

として現金及び預金が13億72百万円、受取手形及び売掛金が16億61百万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、15百万円増加し、30億47百万円となりました。これ

は主として有形固定資産が43百万円、投資その他の資産が7百万円増加し、無形固定資産が34百万円

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38億33百万円増加し、125億45百万円となりまし

た。これは主として支払手形及び買掛金が36億22百万円増加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85百万円増加し、39億６百万円となりました。こ

れは主に利益剰余金が86百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は23.7%とな

りました。 

  

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）は、前連結会計

年度末と比較して13億49百万円増加し、38億36百万円となりました。 

当第３四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２億82百万円減少し、15億23百万

円の収入となりました。これは売上債権の増加額が16億61百万円(前年同四半期は売上債権の増加額

が６億22百万円)、仕入債務の増加額が36億22百万円(前年同四半期は仕入債務の増加額が24億47百万

円)、たな卸資産の増加額が６億88百万円(前年同四半期はたな卸資産の増加額が３億57百万円)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１億７百万円減少し、２億16百万

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１億18百万円(前年同四半期は69百

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30百万円)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１億51百万円減少し、42百万円の

収入となりました。これは、長期借入金の返済による支出が３億９百万円（前年同四半期は４億10百

万円)、長期借入れによる収入が４億円（前年同四半期は６億50百万円)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

(1) 資産、負債および純資産の状況

(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)

(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)

㈱久世（２７０８）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

4



通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月18日付「平成21年３月期 決算短信」で公表い

たしました数値に変更はございません。 
    

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
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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：千円）

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 4,172,726 2,799,830

受取手形及び売掛金 6,466,192 4,804,461

商品及び製品 1,924,507 1,186,149

原材料及び貯蔵品 110,476 159,949

その他 753,992 569,204

貸倒引当金 △23,078 △17,649

流動資産合計 13,404,817 9,501,945

固定資産   

有形固定資産 1,567,193 1,524,128

無形固定資産 188,195 222,906

投資その他の資産   

その他 1,348,821 1,357,014

貸倒引当金 △56,548 △72,255

投資その他の資産合計 1,292,272 1,284,759

固定資産合計 3,047,661 3,031,793

資産合計 16,452,479 12,533,739

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,650,046 6,027,572

1年内返済予定の長期借入金 471,000 411,000

未払法人税等 4,800 100,006

賞与引当金 90,854 137,003

その他 954,467 708,496

流動負債合計 11,171,168 7,384,079

固定負債   

長期借入金 889,500 859,000

退職給付引当金 278,488 269,432

役員退職慰労引当金 167,975 160,730

その他 38,622 39,439

固定負債合計 1,374,585 1,328,602

負債合計 12,545,753 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 3,291,801 3,204,833

自己株式 △1,687 △1,652

株主資本合計 3,884,263 3,797,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,462 23,727

評価・換算差額等合計 22,462 23,727

純資産合計 3,906,725 3,821,057

負債純資産合計 16,452,479 12,533,739
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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：千円）

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 32,566,035 32,059,390

売上原価 27,331,413 26,661,569

売上総利益 5,234,622 5,397,820

販売費及び一般管理費   

給料 981,232 1,000,443

賞与引当金繰入額 75,948 79,365

運賃 2,465,839 2,446,005

貸倒引当金繰入額 21,119 16,131

役員退職慰労引当金繰入額 10,860 10,800

その他 1,547,257 1,698,374

販売費及び一般管理費合計 5,102,257 5,251,119

営業利益 132,365 146,700

営業外収益   

物流業務受託収入 117,355 119,489

協賛金収入 53,661 71,517

その他 88,469 99,412

営業外収益合計 259,486 290,419

営業外費用   

物流業務受託収入原価 124,075 128,171

催事等振替原価 28,958 35,500

その他 32,267 33,951

営業外費用合計 185,301 197,624

経常利益 206,549 239,496

特別利益   

投資有価証券売却益 4,000 －

貸倒引当金戻入額 999 5,303

特別利益合計 4,999 5,303

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 210,034 241,934

法人税、住民税及び事業税 86,639 83,685

法人税等調整額 10,028 24,731

法人税等合計 96,667 108,416

四半期純利益 113,366 133,517
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 210,034 241,934

減価償却費 159,880 154,107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,752 7,245

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） 12,602 △10,278

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,660 △46,149

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,749 9,055

受取利息及び受取配当金 △8,113 △8,511

支払利息 17,007 16,785

売上債権の増減額（△は増加） △622,975 △1,661,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △357,540 △688,885

仕入債務の増減額（△は減少） 2,447,576 3,622,474

その他の資産の増減額（△は増加） 24,651 △143,369

その他の負債の増減額（△は減少） 122,487 219,494

小計 1,964,469 1,715,035

利息及び配当金の受取額 2,840 1,930

利息の支払額 △16,620 △16,898

法人税等の支払額 △144,761 △176,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,805,927 1,523,615

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 △69,038 △118,673

無形固定資産の取得による支出 △30,063 △20,936

投資有価証券の取得による支出 △6,799 △6,812

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 △25,206 △55,999

その他投資等の解約等による収入 30,930 56,735

貸付けによる支出 △1,750 △58,400

貸付金の回収による収入 12,133 11,219

定期預金の預入による支出 △23,295 △23,330

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,090 △216,198

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 650,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △410,166 △309,500

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 － △1,917

配当金の支払額 △46,233 △46,399

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,298 42,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,890,135 1,349,565

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 3,912,387 3,836,783
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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) 

  

 
(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 

  

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) 

  

 
(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 

(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

30,105,777 2,453,004 7,253 32,566,035 ― 32,566,035

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

12,449 ─ 105,296 117,746 (117,746) ―

計 30,118,226 2,453,004 112,549 32,683,781 (117,746) 32,566,035

営業利益又は営業損失(△) 373,531 203,072 73,803 650,407 (518,042) 132,365

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

29,891,527 2,164,703 3,159 32,059,390 ― 32,059,390

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

24,956 ─ 105,296 130,252 (130,252) ―

計 29,916,483 2,164,703 108,456 32,189,643 (130,252) 32,059,390

営業利益 491,273 157,844 78,503 727,621 (580,920) 146,700
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   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。 

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(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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