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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 290,119 △3.5 3,144 27.5 3,111 30.1 1,642 19.6
21年9月期第2四半期 300,549 ― 2,467 ― 2,391 ― 1,373 ―

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2四半期 127.98 127.98
21年9月期第2四半期 107.05 107.01

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2四半期 161,909 55,474 34.3 4,321.74
21年9月期 174,596 54,216 31.1 4,223.76

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  55,474百万円 21年9月期  54,215百万円

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 ― 30.00 ― 32.00 62.00

22年9月期 ― 32.00

22年9月期 
（予想）

― 32.00 64.00

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 614,000 △1.3 5,470 10.5 6,000 17.6 3,260 △9.1 253.98
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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 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報にもとづき当社が算出したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。この影響のた
め、実際の業績は公表している見通しと異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、４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」をご覧下さい。 

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2四半期 13,032,690株 21年9月期  13,032,690株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  196,482株 21年9月期  196,882株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 12,836,084株 21年9月期第2四半期 12,830,657株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年10月1日～平成22年３月31日）におけるわが国経済は、輸出の増加や株価上昇な

ど回復の兆しが見えはじめ、企業収益は持ち直しつつあるものの、依然失業率が高い水準で推移するなどの雇用不安か

ら、個人消費も低迷し国内景気は厳しい状況が続いております。 

 食品流通業界におきましても、個人所得の伸び悩みや雇用不安による消費者の生活防衛意識の高まりから低価格志向が

強まっており、これらを背景に業態を越えた企業間の価格競争は一層激しさを増し、当社を取り巻く経営環境も厳しい状

況で推移いたしました。  

このような状況下、当社グループは主要取引先であるスーパー等の組織小売業との取引関係強化を進めたものの、卸

売業との取引縮小や前期に実施した連結子会社の売却などにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比較

3.5％（104億30百万円）減少の2,901億19百万円となりました。 

営業利益は、売上高の減少に伴い、売上総利益が減少したものの、利益率の改善や物流コストを中心とした販売費及

び一般管理費の削減などにより、前年同期比較27.5%（６億77百万円）増加の31億44百万円となりました。 

経常利益は、営業利益の増加により、前年同期比較30.1％(７億20百万円)増加の31億11百万円となりました。 

四半期純利益は、経常利益の増加や税金費用の減少などにより、前年同期比較19.6%（２億69百万円）増加の16億42百

万円となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,619億９百万円となり、前連結会計年度末と比べ126億87百万円の減

少となりました。これは、季節変動要因により売上債権などを中心に流動資産が121億３百万円減少したことなどによる

ものです。 

 負債は、1,064億34百万円となり、前連結会計年度末と比べ139億45百万円の減少となりました。これは、資産の減少と

同様、季節変動要因により、仕入債務が142億17百万円減少したことなどによるものです。 

 純資産は、554億74百万円となり、前連結会計年度末と比べ、12億58百万円の増加となりました。これは、利益剰余金

が12億31百万円増加したことなどによるものです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は176億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ17

億10百万円の減少となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、12億45百万円の支出となりました。主な資金減少の要因は、仕入債務の減少

142億17百万円などであり、資金増加の要因は売上債権の減少65億６百万円、未収入金の減少29億29百万円ならびに税金

等調整前四半期純利益30億89百万円などであります。 

 投資活動のよるキャッシュ・フローは、14百万円の支出となりました。 

 財務活動のよるキャッシュ・フローは、４億51百万円の支出となりました。主な資金減少の要因は、配当金の支払額４

億10百万円などであります。 

  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年２月10日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 11,179 10,690

受取手形及び売掛金 64,599 71,105

有価証券 6,500 8,700

商品及び製品 9,929 10,521

その他 16,999 20,567

貸倒引当金 △219 △494

流動資産合計 108,988 121,091

固定資産   

有形固定資産 26,676 27,371

無形固定資産   

のれん 6 7

その他 1,010 947

無形固定資産合計 1,016 955

投資その他の資産   

投資有価証券 15,626 15,429

その他 10,508 10,459

貸倒引当金 △907 △709

投資その他の資産合計 25,227 25,178

固定資産合計 52,920 53,505

資産合計 161,909 174,596

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 93,476 107,694

未払法人税等 1,358 862

賞与引当金 856 1,094

役員賞与引当金 33 51

その他 7,555 7,579

流動負債合計 103,280 117,282

固定負債   

退職給付引当金 290 284

役員退職慰労引当金 7 7

設備休止損失引当金 22 24

その他 2,833 2,781

固定負債合計 3,153 3,097

負債合計 106,434 120,379
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 4,923 4,923

資本剰余金 7,163 7,163

利益剰余金 42,964 41,732

自己株式 △590 △591

株主資本合計 54,461 53,227

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,013 987

評価・換算差額等合計 1,013 987

新株予約権 － 1

純資産合計 55,474 54,216

負債純資産合計 161,909 174,596
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 300,549 290,119

売上原価 268,617 258,723

売上総利益 31,931 31,396

販売費及び一般管理費 29,463 28,251

営業利益 2,467 3,144

営業外収益   

受取利息 82 63

受取配当金 127 124

不動産賃貸料 196 255

その他 84 68

営業外収益合計 490 511

営業外費用   

支払利息 23 26

不動産賃貸費用 115 140

持分法による投資損失 392 372

その他 35 5

営業外費用合計 566 544

経常利益 2,391 3,111

特別利益   

投資有価証券売却益 967 59

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 38 236

設備休止損失引当金戻入額 13 －

特別利益合計 1,019 295

特別損失   

投資有価証券評価損 299 1

固定資産除却損 28 132

貸倒引当金繰入額 2 154

会員権評価損 7 0

その他 － 29

特別損失合計 337 317

税金等調整前四半期純利益 3,074 3,089

法人税、住民税及び事業税 1,617 1,331

法人税等調整額 83 116

法人税等合計 1,700 1,447

四半期純利益 1,373 1,642
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 130,171 124,455

売上原価 116,450 111,168

売上総利益 13,720 13,287

販売費及び一般管理費 13,733 12,824

営業利益又は営業損失（△） △12 463

営業外収益   

受取利息 35 29

受取配当金 19 18

不動産賃貸料 97 126

その他 55 45

営業外収益合計 208 219

営業外費用   

支払利息 14 13

不動産賃貸費用 54 67

持分法による投資損失 218 280

その他 25 1

営業外費用合計 313 363

経常利益又は経常損失（△） △117 319

特別利益   

投資有価証券売却益 － 59

貸倒引当金戻入額 92 285

投資有価証券評価損戻入益 － 445

設備休止損失引当金戻入額 13 －

特別利益合計 105 790

特別損失   

投資有価証券評価損 299 1

固定資産除却損 25 6

貸倒引当金繰入額 2 150

会員権評価損 7 －

その他 － 0

特別損失合計 333 158

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△345 951

法人税、住民税及び事業税 253 617

法人税等調整額 △149 △101

法人税等合計 103 515

四半期純利益又は四半期純損失（△） △448 436
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成22年３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 3,074 3,089

減価償却費 820 927

持分法による投資損益（△は益） 392 372

投資有価証券売却損益（△は益） △967 △58

貸倒引当金の増減額（△は減少） △82 △76

賞与引当金の増減額（△は減少） △191 △237

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10 26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 0

受取利息及び受取配当金 △209 △187

支払利息 23 26

固定資産除売却損益（△は益） 27 132

会員権評価損 7 0

投資有価証券評価損益（△は益） 299 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,758 6,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 507 592

未収入金の増減額（△は増加） 2,584 2,929

差入保証金の増減額（△は増加） 49 △161

仕入債務の増減額（△は減少） △13,629 △14,217

未払金の増減額（△は減少） 331 △353

その他 △420 147

小計 △5,633 △539

利息及び配当金の受取額 235 202

利息の支払額 △22 △25

法人税等の支払額 △1,242 △882

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,662 △1,245

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 △2,531 △74

有形固定資産の売却による収入 1 0

無形固定資産の取得による支出 △203 △258

投資有価証券の取得による支出 △155 △306

投資有価証券の売却による収入 2,000 110

貸付けによる支出 △4,407 △4,803

貸付金の回収による収入 4,004 5,252

その他 △98 65

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,389 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △40 △40

配当金の支払額 △384 △410

その他 △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △425 △451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,477 △1,710

現金及び現金同等物の期首残高 19,238 19,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,761 17,679
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）および  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

     当社および連結子会社は全セグメントの売上高の合計額および営業利益または営業損失の金額の合計額に占

める食料品卸売業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

       

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）および  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

     当社および連結子会社は全セグメントの売上高の合計額および営業利益の金額の合計額に占める食料品卸売

業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

   

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）および  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社および連結子会社は在外連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）および  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日）  

 当社および連結子会社は在外連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）および  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社および連結子会社は海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）および  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日）  

 当社および連結子会社は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〕

〔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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 ①商品分類別売上高  

（単位：百万円、％）

 （注）発泡酒およびビール風アルコール飲料（第３のビール）の売上高は「ビール」に含んでおります。 

  

  

 ②業態別売上高 

（単位：百万円、％）

  

  

６．その他の情報

 商  品  分  類 

前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年３月31日）  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年３月31日）  

金  額 構成比 金  額  構成比

ビール 65,764 21.9  66,026 22.7

和洋酒 46,462 15.4  47,523 16.4

調味料・缶詰 53,951 18.0  49,243 17.0

嗜好・飲料 58,276 19.4  54,700 18.9

麺・乾物 25,303 8.4  23,535 8.1

冷凍・チルド 14,706 4.9  14,685 5.1

ギフト 25,555 8.5  23,874 8.2

その他 10,528 3.5  10,528 3.6

合  計 300,549 100.0  290,119 100.0

業  態 

前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年３月31日）  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年３月31日）  

金  額 構成比 金  額 構成比

卸売業 53,681 17.9  48,443 16.7

百貨店 17,068 5.7  14,816 5.1

スーパー 164,974 54.9  165,523 57.0

CVS・ミニスーパー 37,144 12.3  36,205 12.5

その他小売業 14,843 4.9  12,729 4.4

メーカー他 12,836 4.3  12,401 4.3

合  計 300,549 100.0  290,119 100.0
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