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1.  平成22年5月期第3四半期の業績（平成21年6月1日～平成22年2月28日） 

（注）当社は、第３四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、21年５月期第３四半期の実績及び増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

（注）21年５月期の１株当たり純資産につきましては、平成22年１月20日付で実施した株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（参考）株式分割
に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。  

(1) 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5月期第3四半期 26,748 ― 278 ― 276 ― 184 ―
21年5月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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5月期第3四半期 40.02 ―
21年5月期第3四半期 ― ―

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5月期第3四半期 13,712 1,439 10.5 311.64
21年5月期 13,158 1,219 9.3 5,281.12

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  1,439百万円 21年5月期  1,219百万円

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  
（注）21年５月期の１株当たり配当金につきましては、平成22年１月20日付で実施した株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（参考）株式分割
に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 

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5月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
22年5月期 ― 0.00 ―
22年5月期 

（予想）
10.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 36,319 5.2 420 33.7 420 27.1 221 130.6 45.29
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期第3四半期 4,620,000株 21年5月期  202,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  ―株 21年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第3四半期 4,620,000株 21年5月期第3四半期  ―株

※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。 
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 当社は、平成22年１月20日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年度の

開始日（平成21年６月１日）に行われたと仮定した場合の、平成21年５月期における１株当たりの情報は以下のとおり

であります。 

  

  

  

（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正

  １株当たり純資産 

        円 銭 

21年５月期  264.06 

  １株当たり配当金  

（基準日）  第１四半期末  第２四半期末 第３四半期末 期末 年間  

        円 銭       円 銭       円 銭       円 銭       円 銭 

21年５月期  －  0.00 －   5.00 5.00
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当第３四半期におけるわが国経済は、一部製造業の海外輸出の持ち直しから、生産量が回復し、緩やかながら回

復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、依然として雇用環境は厳しく、個人消費の冷え込みが続く状況とな

っております。先行きの経済状況につきましても、景気の持ち直しが期待されるものの、自律的かつ力強く日本経済

が回復するまでには、しばらく時間を要するものと思われます。 

 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、当社の販売先である外食産業は、全般的に伸び悩みが続き、当社の販売拡大にとって、大

変厳しい経営環境が継続していると認識しております。 

 このような環境のなか、当社は、大手外食チェーン・ホテル等を販売先とする「外商事業」及びキャッシュ＆キャ

リー形式による小規模飲食事業者・一般消費者を販売先とする「アミカ事業」を２つのチャネルとして、両事業の相

乗効果を高めつつ、積極的に事業を推進してまいりました。 

 外商事業におきましては、大手食品卸各社が重視している巨大市場である関東地区において、青葉営業所を中心と

して物流機能を強化し、新規顧客の獲得などにより、売上高の増加を図りました。アミカ事業におきましては、当社

の利益成長の柱であり、平成21年６月に名古屋市内に出店した中村井深店にあるように、東海地区におけるドミナン

ト化を進めております。今後も、出店を継続する方針であり、特に東海地区における新規出店計画を進めておりま

す。 

 また、一方において、安全・安心・高品質を基本方針とし、引き続き自社ブランドを強化するため、製造委託先工

場に当社スタッフを派遣するなどして品質管理を徹底し、採算のよいプライベートブランド商品比率を向上させてお

ります。さらに、平成22年３月９日におけるジャスダック証券取引所への株式上場を契機に、よりよい人材を確保

し、食に関するプロを育成することにより、一層強固な営業体制を確立してまいります。 

 この結果、当第３四半期累計期間の損益状況は、平成21年12月における年末販売が順調に推移したことなどから、

概ね計画通りに進捗し、売上高267億48百万円、営業利益２億78百万円、経常利益２億76百万円、四半期純利益１億

84百万円となりました。 

  

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160億46百万円となりました。 

  

（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107億１百万円と

なりました。 

 なお、当第３四半期末の店舗数は、愛知県・岐阜県を中心として30店舗であります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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 当第３四半期末の総資産は、前事業年度末と比較して商品の増加２億２百万円、投資有価証券の増加２億50百万円

などにより、５億54百万円増加し137億12百万円となりました。  

 負債は、前事業年度末と比較して買掛金の減少２億67百万円があるものの、短期借入金の増加６億50百万円などに

より、３億34百万円増加し122億73百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末と比較して利益剰余金の増加１億61百万円、その他有価証券評価差額金の増加58百万円に

より、２億19百万円増加し14億39百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期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50百万円減少し、

４億78百万円となりました。 

  

  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） 

 営業活動により使用した資金は、81百万円となりました。これは、減価償却費３億47百万円が計上されたものの、

たな卸資産の増加２億３百万円、仕入債務の減少２億67百万円などにより支出が増加したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により使用した資金は、７億36百万円となりました。これは、有形固定資産の取得４億54百万円、投資有

価証券の取得１億51百万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） 

  財務活動により得られた資金は、７億66百万円となりました。これは、長期借入金の返済８億53百万円などによる

支出があったものの、短期借入金の純増額６億50百万円、長期借入金の借入れ10億円により収入が増加したためであ

ります。  

  

 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。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 912,780 961,515

受取手形及び売掛金 2,941,908 2,919,621

有価証券 782 2,460

商品 1,723,262 1,520,883

その他 477,037 504,358

貸倒引当金 △48,632 △54,972

流動資産合計 6,007,138 5,853,866

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,572,707 3,531,300

その他（純額） 1,375,994 1,266,416

有形固定資産合計 4,948,701 4,797,717

無形固定資産 28,376 28,395

投資その他の資産   

投資有価証券 1,502,620 1,251,620

その他 1,280,775 1,331,217

貸倒引当金 △54,713 △103,952

投資その他の資産合計 2,728,682 2,478,885

固定資産合計 7,705,760 7,304,999

資産合計 13,712,899 13,158,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,090,720 3,357,875

短期借入金 3,950,000 3,300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,136,352 1,037,880

未払法人税等 － 110,044

賞与引当金 68,299 192,002

ポイント引当金 19,073 15,080

その他 565,445 537,111

流動負債合計 8,829,891 8,549,994

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 3,014,670 2,966,370

退職給付引当金 134,764 121,140

役員退職慰労引当金 174,057 158,071

その他 19,718 43,351

固定負債合計 3,443,209 3,388,932

負債合計 12,273,101 11,938,927
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 1,037,154 875,350

株主資本合計 1,367,154 1,205,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,643 14,588

評価・換算差額等合計 72,643 14,588

純資産合計 1,439,798 1,219,939

負債純資産合計 13,712,899 13,158,866
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 26,748,385

売上原価 21,302,673

売上総利益 5,445,712

販売費及び一般管理費 5,166,865

営業利益 278,847

営業外収益  

受取利息 11,261

受取配当金 7,362

受取賃貸料 16,840

デリバティブ評価益 13,873

その他 14,144

営業外収益合計 63,482

営業外費用  

支払利息 43,639

賃貸費用 14,468

その他 7,462

営業外費用合計 65,569

経常利益 276,759

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10,970

保険解約返戻金 61,392

特別利益合計 72,362

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 332,293

法人税、住民税及び事業税 51,803

法人税等調整額 95,586

法人税等合計 147,389

四半期純利益 184,903
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 9,300,165

売上原価 7,415,094

売上総利益 1,885,071

販売費及び一般管理費 1,698,040

営業利益 187,030

営業外収益  

受取利息 3,825

受取配当金 1,979

受取賃貸料 5,617

デリバティブ評価益 △2,628

その他 5,006

営業外収益合計 13,800

営業外費用  

支払利息 14,800

賃貸費用 4,822

株式交付費 5,868

その他 724

営業外費用合計 26,216

経常利益 174,614

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,291

保険解約返戻金 61,392

特別利益合計 63,683

税引前四半期純利益 238,297

法人税、住民税及び事業税 47,926

法人税等調整額 52,231

法人税等合計 100,158

四半期純利益 138,139
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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 332,293

減価償却費 347,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54,629

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,702

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,993

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,624

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,985

受取利息及び受取配当金 △18,624

支払利息 43,639

デリバティブ評価損益（△は益） △13,873

固定資産除売却損益（△は益） 11,816

保険返戻金 △61,392

売上債権の増減額（△は増加） △22,286

たな卸資産の増減額（△は増加） △203,126

未収入金の増減額（△は増加） 27,779

仕入債務の増減額（△は減少） △267,154

未払金の増減額（△は減少） △38,770

その他の流動資産の増減額（△は増加） △63,450

その他 129,572

小計 58,700

利息及び配当金の受取額 12,716

利息の支払額 △43,333

保険金の受取額 61,392

法人税等の支払額 △170,602

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,126

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 △454,278

無形固定資産の取得による支出 △4,736

投資有価証券の取得による支出 △151,647

建設協力金の支払による支出 △80,000

敷金及び保証金の差入による支出 △36,152

その他 △9,380

投資活動によるキャッシュ・フロー △736,195

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） 650,000

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 △853,228

リース債務の返済による支出 △849

株式の発行による支出 △5,868

配当金の支払額 △23,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 766,953

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,412

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 478,563
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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

（６）重要な後発事象

当第３四半期会計期間 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年２月28日） 

  当社は平成22年２月１日付で株式会社ジャスダック証券取引所から上場承認を受け、平成22年３月９日に同取引所に

上場いたしました。株式上場にあたり、平成22年２月１日及び平成22年２月16日開催の取締役会において、新株式発行

及び募集の条件を決議し、平成22年３月８日に払込が完了いたしました。 

 その結果、資本金は445,800千円、発行済株式総数は5,820,000株となっております。 

(1) 募集                  ：一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

(2) 発行する株式の種類及び数：普通株式 1,200,000株 

(3) 発行価格                ：1株につき      420円 

(4) 引受価額        ：1株につき      388円 

(5) 発行価額の総額     ：         408,000千円 

(6) 資本組入額       ：1株につき      194円 

(7) 資本組入額の総額    ：         232,800千円    

(8) 増資資金の使途          ：設備投資資金に充当  
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