
 
 

                      平成 22 年３月９日 

各    位 

会 社 名  株 式 会 社 大 光 
代表者名  代表取締役社長  金森 武 

（コード番号：３１６０） 
問合せ先： 常務取締役管理本部長  秋山 大介 
Ｔ Ｅ Ｌ：０５８４－８９－７７７７ 

 

 

ジャスダック証券取引所への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成22年３月９日にジャスダック証券取引所に上場いたしました。今後と

も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、最近の決算情報等につきましては別添のとおりであります。 

 

                                      以 上 

-　1　-



上場会社名　株式会社大光

3160 ＵＲＬ　http://www.oomitsu.com

代  表  者 (役職名)　代表取締役社長 (氏名) 金森　武

問合せ先責任者 (役職名)　常務取締役管理本部長 (氏名) 秋山　大介 TEL　(0584) 89－7777 

(百万円未満切捨て)

(1)経営成績(累計)

％ ％

102 46

　円銭 　円銭

202.44 ―

― ―

(注)当事業年度より第２四半期の業績開示を行っているため、平成21年５月期の第２四半期の実績及び増減率については記載しておりません。

9.2

9.3

(参考) 自己資本 22年５月期第２四半期 百万円  21年５月期 1,219 百万円

―

1,270

―

自己資本比率 １株当たり純資産

  １株当たり四半期純利益

(2)財政状態

 21年５月期第２四半期

― 21年５月期第２四半期 ―

91

百万円

平成22年5月期　第２四半期決算短信（非連結）
平成22年３月９日

上場取引所　ＪＱ

コード番号　

１. 平成22年５月期第２四半期の業績（平成21年６月１日～平成21年11月30日）

 (％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

―

％

総資産 純資産

―

1,21913,158

17,448

 22年５月期第２四半期

百万円 百万円％

―

百万円 ％

 22年５月期第２四半期 ―

円銭

 21年５月期

百万円 百万円

5,499.98 22年５月期第２四半期 13,805 1,270

―

潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益

― ― ―

5,281.12

年間

円銭 円銭 円銭 円銭

― 0.00 ―

― 0.00

―

(注)１．配当予想の当四半期における修正の有無 無

　　 ２．平成21年12月28日開催の取締役会決議において、平成22年１月20日を効力発生日として普通株式１株につき20株の割合で株式分割をすることを決議しております。

          平成22年５月期（予想）の１株当たり配当金については、当該株式分割の影響を考慮した額を記載しております。

（％表示は、通期は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭

5.2 420 420 27.1 221 130.6

(注)１．業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

　　 ２．平成21年12月28日開催の取締役会決議において、平成22年１月20日を効力発生日として普通株式１株につき20株の割合で株式分割をすることを決議しております。

          平成22年５月期（予想）の１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮した額を記載しております。

第２四半期末第１四半期末

100.00

当期純利益

１株当たり配当金

第３四半期末

売上高 １株当たり当期純利益

３．平成22年５月期の業績予想（平成21年６月１日～平成22年５月31日）

 22年5月期

２．配当の状況

45.29

 21年5月期 100.00

営業利益

（基準日）

経常利益

 22年5月期（予測） 10.00

期末

通　　　　期 36,319 33.7

10.00

円銭
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　　無

（２）四半期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）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　無

②　①以外の変更　　　　　　　　　　　　無

（３）発行済株式数（普通株式）

21年５月期期

21年５月期期

21年５月期第２四半期

       (注)当事業年度より第２四半期の業績開示を行っているため、平成21年５月期第２四半期の期中平均株式数については記載しておりません。

  ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  業績予想につきましては、本資料の発表日現在における将来の予想の前提に基づいて作成しており、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

202,000株

―株

―株     ②　期末自己株式 22年５月期第２四半期 　　　―株

     ③　期中平均株式数（四半期累計期間） 22年５月期第２四半期 203,109株

231,000株     ①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年５月期第２四半期
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 当第２四半期におけるわが国経済は、大手製造業を中心に景況感が改善し、一部の経済対策の効果がみられるもの

の、依然として雇用環境は厳しく、また、人件費の削減などにより、所得環境は悪化し、一層の個人消費の冷え込み

が続く状況となっております。わが国の経済状況は、その先行きに二番底が懸念されるなど、予断を許さない環境下

にあると思われます。 

  当食品業界におきましても、消費者の節約志向から外食利用が手控えられ、また、その低価格志向も一層強まる傾

向にあります。この結果、食材の需要全体が伸びないことに加え、外食産業全般に低価格メニュー化が進み、卸売会

社における食材単価も低下傾向となり、当社にとって大変、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような環境の中、当社は、営業戦略として「収益性の強化」、「人材の育成」、「戦略的な店舗展開」、「組

織の再編とその確立」を掲げ、事業に邁進してまいりました。その中でも巨大市場である関東地区におきましては、

横浜市の青葉営業所をはじめとして都心の物流機能を強化し、当該地域において新規開拓・営業を展開してまいりま

した。また、アミカ店舗においては、営業時間の延長、特売の実施、店舗周辺地域の営業活動を行うなど売上増加策

を実施してまいりました。一方において、引き続き自社ブランドの強化及び安心・安全を徹底し、プライベートブラ

ンド商品の拡販にも努めました。 

  この結果、当第２四半期累計期間の損益状況は、売上高174億48百万円、営業利益91百万円、経常利益１億２百万

円、四半期純利益46百万円となりました。 

  

事業の種類別売上高は次のとおりであります。 

（外商事業） 

 重点取引先との取組み強化と、関東及び関西地区を中心とした新規取引先の獲得に努めるとともに、教育研修を強

化し、セールスのスキルアップと提案型営業を進めてまいりました。 

 この結果、外商事業の売上高は104億59百万円となりました。 

（アミカ事業） 

 平成21年６月に中村井深店（名古屋市中村区）を新規出店し、重点地域の名古屋都心部のドミナント化を進めると

ともに、店舗の営業時間を延長し、また、特売などを実施したことにより、アミカ事業の売上高は69億88百万円とな

りました。 

 なお、当第２四半期末の店舗数は、愛知県・岐阜県を中心として30店舗であります。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の総資産は、前事業年度末と比較して現金及び預金の増加96百万円、商品の増加１億85百万円、建

物の増加96百万円、投資有価証券の増加１億97百万円などにより、６億46百万円増加し138億５百万円となりまし

た。 

 負債は、前事業年度末と比較して買掛金の増加３億６百万円、長期借入金の増加４億30百万円などにより、５億95

百万円増加し125億34百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末と比較して利益剰余金の増加23百万円、その他有価証券評価差額金の増加26百万円によ

り、50百万円増加し12億70百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累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、前事業年度末に比べ94百万円

増加し、６億23百万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間の営業活動により得られた資金は、２億30百万円となりました。これは、たな卸資産の増加

１億86百万円、法人税等の支払額93百万円などによる支出があったものの、仕入債務の増加３億６百万円などによる

収入の増加及び減価償却費２億30百万円が計上されたためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半累計期間の投資活動により使用した資金は、５億92百万円となりました。これは、有形固定資産の取得

３億52百万円、投資有価証券の取得１億49百万円などにより支出が増加したためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期累計期間の財務活動により得られた資金は、４億56百万円となりました。これは、長期借入金の返済

５億69百万円などによる支出があったものの、長期借入金の借入れ10億円などにより収入が増加したためでありま

す。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

㈱大光（3160）　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）
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 平成22年５月期の業績予想につきましては、平成22年２月１日に公表しました業績予想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。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

㈱大光（3160）　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）

-　5　-



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,057,705 961,515

受取手形及び売掛金 2,891,453 2,919,621

有価証券 710 2,460

商品 1,705,998 1,520,883

その他 549,227 504,358

貸倒引当金 △50,420 △54,972

流動資産合計 6,154,674 5,853,866

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,628,031 3,531,300

その他（純額） 1,301,658 1,266,416

有形固定資産合計 4,929,689 4,797,717

無形固定資産 30,176 28,395

投資その他の資産   

投資有価証券 1,448,945 1,251,620

その他 1,307,278 1,331,217

貸倒引当金 △65,391 △103,952

投資その他の資産合計 2,690,831 2,478,885

固定資産合計 7,650,697 7,304,999

資産合計 13,805,371 13,158,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,664,282 3,357,875

短期借入金 3,350,000 3,300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,136,200 1,037,880

未払法人税等 11,384 110,044

賞与引当金 136,807 192,002

ポイント引当金 17,827 15,080

その他 502,572 537,111

流動負債合計 8,819,074 8,549,994

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 3,298,710 2,966,370

退職給付引当金 127,892 121,140

役員退職慰労引当金 168,882 158,071

その他 20,316 43,351

固定負債合計 3,715,801 3,388,932

負債合計 12,534,876 11,938,927

㈱大光（3160）　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 213,000 213,000

資本剰余金 117,000 117,000

利益剰余金 899,014 875,350

株主資本合計 1,229,014 1,205,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,480 14,588

評価・換算差額等合計 41,480 14,588

純資産合計 1,270,495 1,219,939

負債純資産合計 13,805,371 13,158,866

㈱大光（3160）　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 17,448,219

売上原価 13,887,578

売上総利益 3,560,641

販売費及び一般管理費 3,468,824

営業利益 91,816

営業外収益  

受取利息 7,436

受取配当金 5,383

受取賃貸料 11,222

デリバティブ評価益 16,501

その他 9,137

営業外収益合計 49,681

営業外費用  

支払利息 28,838

賃貸費用 9,645

その他 869

営業外費用合計 39,353

経常利益 102,145

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,679

特別利益合計 8,679

特別損失  

前期損益修正損 5,012

固定資産除売却損 11,816

特別損失合計 16,829

税引前四半期純利益 93,995

法人税、住民税及び事業税 3,876

法人税等調整額 43,354

法人税等合計 47,231

四半期純利益 46,764

㈱大光（3160）　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）

-　8　-



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 8,867,776

売上原価 7,069,134

売上総利益 1,798,641

販売費及び一般管理費 1,722,592

営業利益 76,049

営業外収益  

受取利息 3,633

受取配当金 493

受取賃貸料 5,555

デリバティブ評価益 4,732

その他 4,720

営業外収益合計 19,136

営業外費用  

支払利息 13,935

賃貸費用 4,822

その他 553

営業外費用合計 19,311

経常利益 75,874

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,977

特別利益合計 3,977

特別損失  

前期損益修正損 5,012

特別損失合計 5,012

税引前四半期純利益 74,839

法人税、住民税及び事業税 2,274

法人税等調整額 30,391

法人税等合計 32,666

四半期純利益 42,173

㈱大光（3160）　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 93,995

減価償却費 230,874

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42,163

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,195

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,747

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,752

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,811

受取利息及び受取配当金 △12,819

支払利息 28,838

デリバティブ評価損益（△は益） △16,501

固定資産除売却損益（△は益） 11,816

売上債権の増減額（△は増加） 28,168

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,531

未収入金の増減額（△は増加） △30,154

仕入債務の増減額（△は減少） 306,407

未払金の増減額（△は減少） △53,549

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,512

その他 56,734

小計 344,719

利息及び配当金の受取額 7,931

利息の支払額 △28,973

法人税等の支払額 △93,634

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,043

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 △352,948

無形固定資産の取得による支出 △4,294

投資有価証券の取得による支出 △149,680

建設協力金の支払による支出 △50,000

敷金及び保証金の差入による支出 △25,410

その他 △10,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △592,531

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） 50,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △569,340

リース債務の返済による支出 △565

配当金の支払額 △23,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 456,994

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,440

現金及び現金同等物の期首残高 528,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 623,415
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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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