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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 24,529 10.2 284 △30.3 297 △19.8 143 4.5
21年3月期 22,261 1.7 408 10.0 371 △7.7 137 △36.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 45.52 ― 11.5 5.7 1.2
21年3月期 44.86 ― 12.1 6.9 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 5,559 1,290 23.2 409.80
21年3月期 4,793 1,202 25.1 381.76

（参考） 自己資本   22年3月期  1,290百万円 21年3月期  1,202百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 506 △179 123 638
21年3月期 △155 △28 15 189

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 94 66.9 8.2
22年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 94 65.9 7.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― 30.00 30.00 52.5

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

14,446 6.9 159 △23.6 159 △28.7 90 △23.6 28.66

通期 26,500 8.0 318 11.6 318 6.9 180 25.5 57.14
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ 「１株当たり情報」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 3,150,000株 21年3月期 3,150,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．本資料に記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のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績(1) 経営成績の分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、世界的金融危機の影響により景気低迷が続くなか、政府のエコカー減税等の景

気政策や輸出の増加等による生産の持ち直し、株価の回復が見られたものの、デフレや金融リスクが潜在した企業収

益は依然として先行きが見えず、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化など、厳しい状況で推移しております。 

清涼飲料の市場は、景気悪化、夏場の天候不良に加え、消費者の生活防衛意識による低価格製品への需要シフトが

更に進み、企業の経営環境は厳しくなっております。ＰＢブランドが存在感を増しており、飲料業界各社は生き残り

をかけて熾烈な競争を繰り広げております。職域を主とした自動販売機での販売不振など、消費者の節約志向が引き

続き高まっており、茶系飲料やミネラルウォーターの市場は縮小しております。また、果汁・野菜系飲料は、ＰＢ飲

料製品や地場メーカーの低価格製品の拡大により低価格化が進行しております。一方、炭酸飲料は企業が積極的にカ

ロリー糖質ゼロの炭酸飲料の商品を投入した結果、前年を上回る成長となっております。 

このような状況下、当社は消費者の節約志向を捉えた価格の割安なＰＢ飲料製品販売が好調に推移いたしました。

加えて、徹底した品質管理を行い、高品質で価値ある商品開発の提案を積極的に行い、大手飲料メーカー向けの食品

副原料や業務用殺菌乳などの拡販に努めました。しかしながら、農産物加工品においては、消費低迷の影響を受け取

扱数量が減少したことに加えて、低価格製品への需要シフトに伴う飲料メーカーの大幅な原材料コスト削減を受け、

販売単価の見直しを迫られるなど、利益面においては厳しい状況で推移いたしました。 

以上の結果、当事業年度の営業成績としては、売上高24,529,717千円（前年同期比10.2％増）、本社移転により販

売費及び一般管理費が増加し、営業利益は284,827千円（前年同期比30.3％減）、経常利益は297,396千円（前年同期

比19.8％減）となりました。本社移転費用及び株価下落による保有投資有価証券の評価損等の特別損失を34,158千円

計上した結果、税引前当期純利益は263,437千円（前年同期比7.4％増）、当期純利益は143,414千円（前年同期比

4.5％増）となりました。 

また、総資産は5,559,203千円（前年同期比16.0％増）、純資産は1,290,879千円（前年同期比7.3％増）となり、

自己資本比率は23.2％となりました。  

カテゴリー別の状況は次のとおりであります。 

＜食品副原料＞ 

当カテゴリーにおきましては、新商品の原料に採用された糖類や香料が好調に推移したほか、主力商品であるビタ

ミン類、クエン酸の販売先及び販売数量のシェア拡大に努めた結果、売上高は8,042,200千円（前年同期比14.3％

増）となりました。しかしながら、原材料価格の高騰時に仕入れた原材料の販売価格調整が難航した結果、売上原価

が増加し、売上総利益は681,924千円（前年同期比7.3％減）となりました。 

＜乳及び乳製品＞ 

当カテゴリーにおきましては、冷蔵機能のあるソフトコンテナを活用し、遠方からの運搬を可能にした殺菌乳の供

給体制を強化し、拡販に努めた結果、収益は好調に推移いたしました。また、缶コーヒー用の生クリーム等乳製品も

好調に推移し、販売数量も増加したことにより、売上高は5,408,872千円（前年同期比3.3％増）、売上総利益は

425,862千円（前年同期比16.9％増）となりました。 

＜飲料製品＞ 

当カテゴリーにおきましては、飲料市場全体の消費の冷え込みはありましたが、価格の割安なＰＢ飲料製品へのニ

ーズが高まったことに加え、当事業年度より大手コンビニエンスストア向けに新商品を販売したことにより、売上高

は6,171,624千円（前年同期比42.6％増）、売上総利益は80,448千円（前年同期比45.5％増）となりました。 

＜農産物及び同加工品＞ 

当カテゴリーにおきましては、新商品の販売に伴い茶葉類が好調に推移したものの、果実系飲料市場が低調に推移

し、主力商品であるマンゴー加工品等や果汁類の販売が伸び悩み、売上高は2,321,675千円（前年同期比16.3％

減）、売上総利益は241,580千円（前年同期比12.7％減）となりました。 

＜ＦＣ事業＞ 

当カテゴリーにおきましては、タスポ導入によるタバコの店頭販売の需要が一巡し、コンビニエンス業界全体の低

迷に加え、当社運営エリアの大手町地区の就労人口減少による販売低下により、売上高は883,067千円（前年同期比

16.2％減）、売上総利益は248,479千円（前年同期比16.7％減）となりました。 

＜その他＞ 

その他におきましては、主力商品である窒素や珪藻土（濾過剤）等の飲料製造用資材が、ＰＢ飲料製品製造の増加

により堅調に推移したものの、欧米向けパップ剤の不振もあり、売上高は1,702,276千円（前年同期比7.1％減）、売

上総利益は140,611千円（前年同期比19.1％減）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、わが国の一部の企業収益に持ち直しが見られるものの、雇用状況の改善には至ら

ず、本格的な消費回復までには時間を要することが予想されます。また、原材料価格の高止まりなど、原材料調達環

境についても厳しい状態が続いておりますが、当社は、顧客先の要望に応えるべく、供給先との関係を密にし、安定

１．経営成績
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した原材料供給を実施してまいります。特に、食品副原料、農産物及び同加工品に関しては世界各地からの調達及び

品質管理体制を更に強化し、「安全」かつ「安定」供給を行ってまいります。 

 また、営業体制の強化を行い、主力商品である副原料や殺菌乳の販売先と販売エリアの拡大に注力し、利益を確保

することにより、事業基盤を強固にしてまいります。 

 以上により、平成23年３月期業績予想といたしましては、売上高は26,500,000千円（当年同期比8.0％増）、営業

利益318,000千円（当年同期比11.6％増）、経常利益318,000千円（当年同期比6.9％増）、当期純利益180,000千円

（当年同期比25.5％増）を見込んでおります。  

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況）  

 当事業年度末における流動資産は、主に現金及び預金や売掛金の増加により4,802,054千円（前年同期比15.0％

増）になりました。 

 当事業年度末における固定資産は、主に事務所移転による有形固定資産の取得や差入保証金の増加により

757,148千円（前年同期比22.3％増）になりました。この結果、当事業年度における資産は5,559,203千円（前年同

期比16.0％増）となりました。 

  

（負債の状況）  

 当事業年度末における流動負債は、主に短期借入金や未払法人税等の増加により、4,196,481千円（前年同期比

17.6％増）となりました。また固定負債は、長期借入金の増加により71,842千円（前年同期比241.9％増）となり

ました。この結果、当事業年度末における負債は4,268,323千円（18.9％増）となりました。  

  

（純資産の状況）  

 当事業年度末における純資産は、利益剰余金の増加により、1,290,879千円（前年同期比7.3％増）となりまし

た。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度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449,513千円増加

し、638,816千円（前年同期比237.5％増）となりました。 

 当事業年度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） 

 営業活動の結果得られた資金は506,642千円（前年同期は155,987千円の支出）となりました。これは主に税引前

当期純利益が263,437千円（前年同期比7.4％増）となり、たな卸資産が減少し、仕入債務が増加したことによるも

のであります。 

  

（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、179,737千円（前年同期532.8％増）となりました。これは主に有形固定資産の

取得、差入保証金の差入及び貸付による支出によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、123,694千円（前年同期比687.6％増）となりました。 これは主に短期借入金

及び長期借入金による収入の増加によるものであります。  
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計上さ

れている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 また、利払いについては、

キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．第20期、第21期及び第22期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は未上場であったため、記

載しておりません。  

４．第20期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、キャ

ッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、記載しておりません。  

５．第22期及び第23期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについ

ては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の伸長に沿った適正な利益配分の継続と安定

的な配当水準の維持を基本方針としております。 

 当期は年初の予算未達ではありましたが、当初の業績予想通りの１株当たり30円を予定しております。なお、次期

の配当につきましても、上記の方針を踏まえ、１株につき30円の年間配当金とする予定であります。  

  

(4）事業等のリスク  

 以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。また、

当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断、あるいは当社の事業内容を理解す

る上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、

これらリスクの発生の可能性を認識して事業活動を行っておりますが、当社株式に関する投資判断は、本項記載事項

及びそれ以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日現在において当社が判断したものであります。 

  

① 経済状況について 

 当社が事業を行う主要な市場である日本国内、また輸出入取引のあるアジア、北南米、欧州等の国及び地域の経

済環境の変動や、これらの影響を受ける個人消費動向の変動は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

② 為替相場の変動について 

 当社の事業は海外取引先との商品売買等が含まれております。各地域における売上・費用・資産を含む現地通貨

建ての項目は、財務諸表の作成のために円換算されております。換算時の為替レートにより、これらの項目は現地

通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受けるリスクが内在しております。このた

め、当社は、為替予約によるリスクヘッジを行い、米ドル及び円を含む主要通貨間の為替レートの短期的な変動に

よる影響を 小限に抑える努力はしておりますが、これにより当該リスクを完全に回避できる保証はなく、為替レ

ートの変動は当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  
第20期  

平成18年３月期 

第21期  

平成19年３月期 

第22期  

平成20年３月期 

第23期  

平成21年３月期  

第24期  

平成22年３月期 

 自己資本比率（％） 15.2  16.6  17.8  25.1  23.2 

 時価ベースの自己資本比率 

（％）  
－  －  －  27.3  27.3 

 キャッシュ・フロー対有利子

 負債比率（％）  
－  69.5  －  －  110.1 

 インタレスト・ガバレッジ・

 レシオ（倍）  
－  36.4  －  －  84.5 
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③ 自然災害について 

 当社は寄託倉庫に商品を保管しており、その倉庫は全国各地にあります。従いまして、大規模な地震等の自然災

害が発生し、甚大な被害を被った場合には、商品の品質及び物流機能に支障をきたし、当社の財政状態及び経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 天候リスクについて 

 当社の主要な取扱品目は、農産物及び同加工品、乳及び乳製品等、その商品の特性上、天候等の影響を受ける可

能性があります。特に冷夏、暖冬、長雨等の異常気象に左右される他、台風等の悪天候も影響いたします。国内外

の生産地での天候不良による不作が生じた場合には原材料の調達価格の上昇及び必要量の不足に伴う販売機会損失

が想定されます。天候の変動により当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 国際的活動及び海外進出に潜在するリスクについて 

 当社は、海外の原材料・商品の取扱い等、米国・欧州並びにアジア・アフリカ他の開発途上市場や新興市場等海

外において取引を行っております。これらの海外市場への事業進出には、予期しない法律又は規則の変更や不利な

政治又は経済要因、戦争、テロその他の要因による社会的混乱のリスクが内在しております。また、当社取引先の

国が政策により輸出入停止となった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 法的規制について 

 当社は、事業の遂行にあたって、「食品衛生法」や「製造物責任法（ＰＬ法）」等さまざまな法的規制の適用を

受けております。当社は法的規制を遵守し的確な対応を行っておりますが、関連法規制の強化あるいは新たに当社

の事業を規制する法令が制定・施行された場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

  

⑦ 飲料市場における競合について 

 飲料業界においては、近年市場が飽和状態にあるといわれており、特に茶系飲料各社間の競争は年々激しくなっ

ております。このような環境の下、当社は競合他社に対する差別化や商品開発力の強化等を図っておりますが、今

後競争がさらに激化するような場合には収益性が低下し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

⑧ 特定の取引先への依存について 

 当社の取引先のうち、㈱伊藤園グループへの販売は、ウーロン茶等の取引に始まり、その後、食品副原料や果汁

等と取引内容・金額が拡大し、平成22年３月期売上高は2,642,540千円（当社の売上高に占める㈱伊藤園グループ

の比率10.8％）となっております。なお、㈱伊藤園グループ内における果汁取引に係る役務収益も発生しており、

売上高に含んでおります。一方、㈱伊藤園とは飲料製品等の仕入取引も行っており、平成22年３月期仕入高は

3,203,453千円（当社の仕入高に占める㈱伊藤園の比率14.2％）となっております。 

 ㈱伊藤園グループ各社とは取引基本契約を締結し、取引は順調、安定的に推移しております。 

 しかし、同グループ会社の受注動向の変化やその他の理由により、当社との取引が縮小された場合には、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 品質管理について 

 食品・飲料業界においては、昨今の中国産輸入商品に対する不信感に代表されるように、消費者からの食品の安

心・安全面における要求は年々厳しくなっております。また、食品衛生法の改正、消費者庁設置による消費者保護

の一層の強化により法令遵守の責務もより一層厳しくなると予想されます。 

 当社は、製品の品質、安全性を経営の 重要課題の一つとして考えており、常日頃から品質管理の徹底を図って

おります。これにつきましては、現地工場等の監査を行う等トレーサビリティーを励行し、加えて品質管理委員会

を設置、専門家（農学博士）の指導による勉強会を開催しノウハウを高めております。食品原料の場合、加工原料

の栽培地（圃場）まで履歴が取れることが望まれており、当社としては定期現地訪問や仕入先との討議を重ね、信

頼できる原料メーカーとのみ取引を行っております。 

 しかしながら、予期せぬ要因により品質トラブル等が発生した場合、多額の費用負担や当社の品質管理に対する

評価に重大な影響を与え、販売高の減少によって、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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⑩ 在庫リスクについて 

 当社は取扱商品の一部については、取引先のニーズに合わせて出荷できるよう寄託倉庫に商品を保管しており、

欠品が生じないよう努力しております。また、取引先の拡大に努め販売ルートの多様化を図っております。しかし

ながら、販売見込と実績の乖離が生じ滞留在庫が多量に発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

⑪ 原料価格の変動について 

 当社では果汁、乳製品、ビタミン類、糖類等の市場・相場によって価格が決定される原料を取り扱っておりま

す。なお、原料価格の変動リスクには海上輸送コストの変動による影響も含んでおります。当社では随時市況価格

を注視しながら取引業者との価格交渉にあたっており、また、仕入先を複数社確保することによりリスク分散、加

えて経費の抑制に努めておりますが、今後、市況が高騰した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 食品副原料 

食品副原料を製造するための原料は食糧由来のものが数多く存在するため、食糧全般が高騰し、当社が購入す

る副原料価格も高騰した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 乳及び乳製品 

乳価は政府、酪農家及び乳業メーカー間の交渉によって決定されており、酪農家保護の観点から乳価が上昇を

継続した場合、当社が購入する乳製品の価格も上昇し価格転嫁にタイムラグが生じた場合には、当社の財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 農産物及び同加工品 

当社は果実・野菜に代表される農産物加工品を海外より輸入しており、当該産地の天候や収穫状況により仕入

価格が上昇した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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  当社は、商社として食品原料等の輸出入及び国内販売、コンビニエンスストアの経営を主な事業としております。

  その主な内容は食品副原料、乳及び乳製品、飲料製品、農産物及び同加工品、ＦＣ事業、その他であります。 

  

①食品副原料 

 食品製造・保存・加工に必要不可欠な食品添加物・香料をはじめとして、飲料製造に使用される糖類・ビタミン

等の食品副原料を調達し、取引先に供給しております。供給が不安定になりがちな相場商品を、仕入先との良好な

関係維持並びに適正な在庫の保持により取引先へ安定供給しております。  

  

②乳及び乳製品  

 乳製品の中でも飲料製造用の業務用殺菌乳の供給を主力事業としております。当社は、日本全国20ヶ所以上に供

給拠点を確保し、日本全国に分散している取引先に安定供給しております。生鮮品という商品の特性上、有効使用

期間が短いため、時間刻みでの納期管理を行っており、安全・安定供給を 重要視しております。  

  

③飲料製品 

 大手量販店及びコンビニエンスストア向けＰＢ（プライベートブランド）飲料製品を扱っております。 

  

④農産物及び同加工品 

  茶葉・果汁・野菜汁をはじめ様々な商品を取扱っております。例えばトロピカルフルーツのマンゴーやニンジン

の需要に対し、海外に供給拠点を設け、また主力商品に関しては適正在庫を保有し取引先へ安定供給を行っており

ます。また品質管理に関しては、取引先に安心していただけるよう、トレーサビリティーの強化、残留農薬管理等

に万全の注意を払っております。 

  

⑤ＦＣ事業 

 主力商品のアンテナショップ機能並びに取引先への商品開発に活用すべく、コンビニエンスストアのエリアフラ

ンチャイジー事業を展開しております。当社は就労人口の多い大手町・丸の内エリアに特化し、現在６店舗展開し

ております。    

  

⑥その他  

 食品・飲料製造用機械、飲料用珪藻土（濾過剤）及び窒素ガス等の資材の取扱い、化学品・化粧品の欧米への輸

出事業などを行っております。 

  

  

[事業系統図]  

  当社の事業内容を系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は「信頼を得るを第一として、自己研鑽・社業発展に励み、因って社会に貢献するを旨とする」という経営理

念のもと、株主・取引先・社員をはじめとするステークホルダーからの信頼構築はもとより、社会貢献に努め、長期

的に企業価値を高めていくことを目指してまいります。 

 「食を中心としてグローバルに展開する複合機能商社」として、食料原料の調達確保が難しくなりつつある日本の

状況において、安全で良質な食料原料の安定した供給の責任を担うとともに、取扱商品の差別化を図るべく新たなサ

プライヤーの開拓並びに物流の効率化を図り、事業の発展を目指してまいります。  

   

(2）目標とする経営指標 

 当社は、顧客先に優良な商品を安全かつ安定供給することにより、安定的・継続的な本業での利益を確保すること

に努めており、営業利益をその目標経営指標を設定しております。 

 また、資産効率の良い経営を目指しているところから、資源の配分を今後成長が見込まれ、収益に寄与する分野へ

重点的に投資を行っており、総資産経常利益率をその経営指標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の主力商品である食品副原料や業務用殺菌乳の営業基盤を強化するとともに、戦略商品である農産物加工品の

取扱いのレパートリーを拡げ、供給基地の分散多角化を推進し、取扱分野を飲料業界から食品・外食・医療・健康食

品業界にまで拡大してまいります。 

 特に長年培った情報力を活かし、経営資源を効率的に活用するため、有望成長分野に集中的に注力し、その分野で

のシェアNo.１の地位を確保することを目指しております。  

 そのために以下の課題に取り組んでまいります。   

① 顧客ニーズに応じた取扱商品の多角化 

② 取扱商品の付加価値向上 

③ 品質管理機能の高度化  

④ 供給先のグローバル分散  

⑤ 海外での事業拡大 

⑥ 営業・管理両面における効率の追求  

⑦ 人材育成及び強化 

⑧ 社会的貢献  

  

(4）会社の対処すべき課題 

今後の経営環境については、新興国等で景気回復の兆しが見られるものの、世界的に景気の不透明感は続いてお

り、企業収益の悪化や消費者マインドの一層の冷え込みなど、景気低迷が長くなるリスクを抱えております。 

食品・飲料業界もその影響を受け、消費者の低価格志向が続くなか、低価格化競争や新商品投入が活発化する一

方、グローバルな展開に照準を合わせた企業結合・淘汰が進み、企業間の競争はより一層厳しくなるものと予想され

ます。 

このような状況下、当社を取り巻く環境も今後とも厳しい状況が予想されますが、当社は、外部環境に左右される

のではなく、需要変動にも柔軟に対応できる体制、かつ磐石な企業体制を構築してまいります。加えて、販売力を強

化、管理面を効率化し、社員一人ひとりにコスト削減を徹底させるなど、収益力の強化に努め、以下の課題に取り組

んでまいります。  

第一に、商品開発・機能・競争力の強化に努めてまいります。近年、商品サイクルは短縮し、多様化されてきてお

りますが、消費者ニーズの変化に迅速 

に対応し、取引先と一体となって付加価値のある商品開発を積極的に行ってまいります。 

第二に、良いものを安く安定的に供給するために、供給先をグローバルに確保してまいります。主力カテゴリーで

ある食品副原料、農産物及び同加工品に関しては世界各地からの調達を強化し、乳及び乳製品カテゴリーに関しても

更なる安定供給のための施策を実行し、事業基盤の強化を図ってまいります。  

第三に、品質管理体制を更に強化してまいります。当社は、従来から徹底した品質管理を行っておりますが、現地

査察や検査回数を増やし、人材を強化するなど、食の安全を推進してまいります。また、商品在庫管理体制を一層強

化し、安定的な供給に努めてまいります。  

第四に、人材の育成に注力し、生産性の向上並びにコスト意識の強化を図ってまいります。  

これらの課題への取り組みを通して、当社は足元の市場環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる「食を中心にグロ

ーバルに展開する複合機能商社」として、企業価値の向上に努めてまいります。また、内部管理体制を充実し、法令

遵守を始めとしたコンプライアンスの徹底など、企業の社会的責任を果たす所存でございます。 

３．経営方針
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(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。   
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 189,303 638,816

受取手形 206,674 166,001

売掛金 2,156,123 2,756,044

商品及び製品 876,884 650,982

未着商品 279,929 304,665

前渡金 21,574 12,265

前払費用 11,783 18,573

未収入金 400,326 230,212

為替予約 － 5,284

繰延税金資産 32,983 19,509

その他 1,834 2,798

貸倒引当金 △3,300 △3,100

流動資産合計 4,174,118 4,802,054

固定資産   

有形固定資産   

建物 118,623 144,632

減価償却累計額 △42,033 △40,617

建物（純額） 76,589 104,015

機械及び装置 7,500 7,500

減価償却累計額 △6,765 △6,917

機械及び装置（純額） 734 582

車両運搬具 14,947 14,947

減価償却累計額 △9,559 △11,806

車両運搬具（純額） 5,388 3,141

工具、器具及び備品 27,475 39,668

減価償却累計額 △18,362 △18,946

工具、器具及び備品（純額） 9,112 20,721

土地 9,000 9,000

有形固定資産合計 100,825 137,461

無形固定資産   

ソフトウエア 47,044 27,341

その他 1,158 1,158

無形固定資産合計 48,203 28,499

投資その他の資産   

投資有価証券 247,720 275,114

ゴルフ会員権 110,000 110,000

差入保証金 53,811 102,419

破産更生債権等 － 60,000

繰延税金資産 35,293 19,168

その他 23,405 24,484

投資その他の資産合計 470,230 591,186

固定資産合計 619,258 757,148

資産合計 4,793,377 5,559,203
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,400,776 3,094,620

短期借入金 ※  300,000 ※  450,000

1年内返済予定の長期借入金 － 20,040

リース債務 19,223 15,770

未払金 704,327 500,457

未払費用 10,472 10,614

未払法人税等 18,673 65,604

未払消費税等 50,921 8,052

前受金 － 460

預り金 8,731 10,569

為替予約 21,669 －

賞与引当金 29,016 19,436

その他 6,001 854

流動負債合計 3,569,815 4,196,481

固定負債   

長期借入金 － 66,600

リース債務 21,012 5,242

固定負債合計 21,012 71,842

負債合計 3,590,828 4,268,323

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,387 363,387

資本剰余金   

資本準備金 288,387 288,387

資本剰余金合計 288,387 288,387

利益剰余金   

利益準備金 2,465 2,465

その他利益剰余金   

別途積立金 50,000 50,000

繰越利益剰余金 558,799 607,713

利益剰余金合計 611,264 660,178

株主資本合計 1,263,039 1,311,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,637 △24,208

繰延ヘッジ損益 △12,852 3,134

評価・換算差額等合計 △60,490 △21,074

純資産合計 1,202,549 1,290,879

負債純資産合計 4,793,377 5,559,203
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 22,261,319 24,529,717

売上原価   

商品期首たな卸高 888,165 876,884

当期商品仕入高 20,345,389 22,484,908

合計 21,233,554 23,361,792

商品期末たな卸高 876,884 650,982

商品売上原価 ※1  20,356,670 ※1  22,710,810

売上総利益 1,904,649 1,818,907

販売費及び一般管理費 ※2  1,496,212 ※2  1,534,079

営業利益 408,436 284,827

営業外収益   

受取利息 403 476

受取配当金 6,816 6,950

受取手数料 6,628 7,142

受取補償金 5,697 15,600

その他 1,711 362

営業外収益合計 21,257 30,531

営業外費用   

支払利息 3,075 5,762

株式交付費 2,052 －

株式公開費用 20,370 －

為替差損 26,680 1,943

支払補償費 6,157 9,749

その他 327 506

営業外費用合計 58,663 17,962

経常利益 371,030 297,396

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 200

特別利益合計 － 200

特別損失   

投資有価証券評価損 125,322 18,207

事務所移転費用 － 15,540

固定資産除却損 － 401

その他 395 8

特別損失合計 125,717 34,158

税引前当期純利益 245,312 263,437

法人税、住民税及び事業税 110,082 117,465

法人税等調整額 △1,960 2,558

法人税等合計 108,121 120,023

当期純利益 137,191 143,414
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 332,000 363,387

当期変動額   

新株の発行 31,387 －

当期変動額合計 31,387 －

当期末残高 363,387 363,387

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 257,000 288,387

当期変動額   

新株の発行 31,387 －

当期変動額合計 31,387 －

当期末残高 288,387 288,387

資本剰余金合計   

前期末残高 257,000 288,387

当期変動額   

新株の発行 31,387 －

当期変動額合計 31,387 －

当期末残高 288,387 288,387

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,465 2,465

当期末残高 2,465 2,465

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 50,000 50,000

当期末残高 50,000 50,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 491,608 558,799

当期変動額   

剰余金の配当 △70,000 △94,500

当期純利益 137,191 143,414

当期変動額合計 67,191 48,914

当期末残高 558,799 607,713

利益剰余金合計   

前期末残高 544,073 611,264

当期変動額   

剰余金の配当 △70,000 △94,500

当期純利益 137,191 143,414

当期変動額合計 67,191 48,914

当期末残高 611,264 660,178
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,133,073 1,263,039

当期変動額   

新株の発行 62,775 －

剰余金の配当 △70,000 △94,500

当期純利益 137,191 143,414

当期変動額合計 129,966 48,914

当期末残高 1,263,039 1,311,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △59,669 △47,637

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,031 23,429

当期変動額合計 12,031 23,429

当期末残高 △47,637 △24,208

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △13,915 △12,852

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,062 15,986

当期変動額合計 1,062 15,986

当期末残高 △12,852 3,134

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △73,584 △60,490

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,094 39,415

当期変動額合計 13,094 39,415

当期末残高 △60,490 △21,074

純資産合計   

前期末残高 1,059,489 1,202,549

当期変動額   

新株の発行 62,775 －

剰余金の配当 △70,000 △94,500

当期純利益 137,191 143,414

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,094 39,415

当期変動額合計 143,060 88,330

当期末残高 1,202,549 1,290,879
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４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   

税引前当期純利益 245,312 263,437

減価償却費及びその他の償却費 35,336 39,121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 700 △200

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,462 △9,579

受取利息及び受取配当金 △7,219 △7,426

支払利息 3,075 5,762

為替差損益（△は益） △750 1,086

投資有価証券評価損益（△は益） 125,322 18,207

事務所移転費用 － 15,540

固定資産除却損 － 401

売上債権の増減額（△は増加） 160,218 △559,248

たな卸資産の増減額（△は増加） 472,174 201,166

未収入金の増減額（△は増加） 243,973 170,114

仕入債務の増減額（△は減少） △564,001 644,741

未払金の増減額（△は減少） △661,220 △154,768

未払費用の増減額（△は減少） △60,290 141

未払消費税等の増減額（△は減少） 42,057 △42,869

その他 15,303 254

小計 53,455 585,886

利息及び配当金の受取額 7,219 7,426

利息の支払額 △3,018 △5,995

事務所移転費用の支払額 － △8,047

法人税等の支払額 △213,643 △72,626

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,987 506,642

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △23,801 △6,099

有形固定資産の取得による支出 △1,871 △62,097

無形固定資産の取得による支出 △1,350 △1,552

差入保証金の差入による支出 － △81,180

差入保証金の回収による収入 － 32,571

貸付けによる支出 － △60,000

その他 △1,379 △1,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,403 △179,737

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） 100,000 150,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △35,035 △13,360

リース債務の返済による支出 △19,611 △19,223

株式の発行による収入 60,722 －

配当金の支払額 △70,000 △93,721

その他 △20,370 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,705 123,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 750 △1,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,934 449,513

現金及び現金同等物の期首残高 357,238 189,303

現金及び現金同等物の期末残高 ※  189,303 ※  638,816
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左  

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品及び製品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。  

商品及び製品 

同左  

  未着商品 

個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。  

未着商品 

同左  

  （会計方針の変更） 

   当事業年度より「棚卸資産の評価に 

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

    これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ

36,037千円減少しております。     

─────────  

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         12～40年 

工具、器具及び備品  ３～20年  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（主と

して５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  (3) リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。     

(3) リース資産 

同左     

５．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。  

─────────  

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合には振

当処理を、金利スワップについて特例処

理の要件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合には振

当処理を採用しております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ．ヘッジ手段…為替予約 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外

貨建予定取引 

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨

建予定取引 

  ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ   

  ヘッジ対象…借入金   

  (3）ヘッジ方針 

 為替変動リスク、金利変動リスクを低

減するため、対象債権債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。  

(3）ヘッジ方針 

 為替変動リスクを低減するため、対象

債権債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。  

  (4）ヘッジ有効性の評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理 

の要件を充たしているため、有効性の評

価を省略しております。 

 また、振当処理を行った為替予約につ

いては、ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨

種別等、取引の重要な条件が同一であり

相関関係は完全に確保されていることか

ら、有効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 

 為替予約については、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の通貨種別等、取引の重要な条

件が同一であり相関関係は完全に確保さ

れていることから、有効性の評価を省略

しております。 

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引にかかる方法に準

じた会計処理によっております。 

 これによる、損益に与える影響はありません。 

  

───────── 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表）  

１．前事業年度まで固定資産の「その他」に含めて表示

しておりました「差入保証金」は、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度末における「差入保証金」の金額

は53,811千円であります。  

２．前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「未払消費税等」は、負債及び純資産

の合計額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前事業年度末における「未払消費税等」の金

額は8,863千円であります。  

─────────  

  

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取補償金」は、営業外収益の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「受取補償金」の金額は

733千円であります。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※  当座貸越契約及び貸出コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契約に基づく当事業年度末

の借入金未実行残高は次のとおりであります。 

※  当座貸越契約及び貸出コミットメントライン 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契約に基づく当事業年度末

の借入金未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約等 800,000千円 

借入実行残高 300,000千円 

差引高 500,000千円 

当座貸越契約等 千円 900,000

借入実行残高 千円 450,000

差引高 千円 450,000

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。  

36,037千円  

※１ 商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。  

千円  20,984

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は31％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は69％でありま

す。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

31

69

賃金給料及び諸手当 597,962千円

賞与引当金繰入額  29,016

貸倒引当金繰入額   700

旅費交通費  57,660

支払手数料  178,820

運賃  288,723

販売諸掛  72,404

減価償却費  35,036

賃金給料及び諸手当 千円645,999

賞与引当金繰入額  19,436

旅費交通費  49,659

支払手数料  155,003

運賃  314,571

販売諸掛  58,487

減価償却費  38,821
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の株式数の増加3,140,000株は、平成20年7月24日付で当社普通株式１株を300株に株式分割し、平成 

    20年11月６日を払込期日とする一般募集による新株発行により150,000株増加したことによるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの  

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

発行済株式                        

普通株式 （注）  10,000  3,140,000  －  3,150,000

合計  10,000  3,140,000  －  3,150,000

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  70,000  7,000 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

  
  
     
 （決議）  

株式の種類 
配当金の総
額（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 

（円） 
基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  94,500 利益剰余金  30 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

  
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

発行済株式                        

普通株式  3,150,000  －  －  3,150,000

合計  3,150,000  －  －  3,150,000

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの  

      次のとおり、決議を予定しております。  

  

 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22

年３月31日） 

  当社は退職金制度を採用していないため、該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22

年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22

年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  94,500  30 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

  
  
     
 （決議）  

株式の種類 
配当金の総
額（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 

（円） 
基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  94,500 利益剰余金  30 平成22年３月31日 平成22年６月28日 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

  (千円)

現金及び預金勘定  189,303

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物  189,303

  (千円)

現金及び預金勘定  638,816

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物  638,816

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（持分法損益等）
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しておりま

す。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

 関連当事者との取引 

  該当事項はありません。  

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 関連当事者との取引 

  該当事項はありません。  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、税効果会計、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 381.76円 

１株当たり当期純利益金額 44.86円 

１株当たり純資産額 円 409.80

１株当たり当期純利益金額 円 45.52

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 当社は、平成20年７月24日付で株式１株につき300株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 353.16円 

１株当たり当期純利益金額 72.37円 

    

    

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。   

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（千円）  137,191  143,414

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  137,191  143,414

期中平均株式数（株）  3,057,692  3,150,000

（開示の省略）
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

────────  ────────  
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。   

  

(2）仕入及び販売の状況 

① 仕入実績 

  当事業年度の仕入実績は、次のとおりであります。 

（注）１.上記の金額には消費税は含まれておりません。 

２. 近の２事業年度の主要な輸入先、輸入仕入高及び割合は次のとおりであります。 

 （ ）内は総仕入実績に対する輸入高の割合であります。 

５．その他

区分別 
当事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

食品副原料       （千円）  7,126,229  109.6

乳及び乳製品      （千円）  4,983,010  102.6

飲料製品        （千円）  6,108,930  143.3

農産物及び同加工品   （千円）  2,073,030  89.5

ＦＣ事業        （千円）  633,287  84.0

その他         （千円）  1,560,419  94.4

合計（千円）  22,484,908  110.5

輸入先 

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

アジア  1,910,254  98.1  1,758,341  96.1

北米  11,292  0.6  35,690  1.9

ヨーロッパ  13,824  0.7  29,101  1.6

中南米  11,682  0.6  7,138  0.4

合計 
 

（9.6％）

1,947,053
 100.0

 

（8.1％）

1,830,271
 100.0
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② 販売実績  

当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   ２． 近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．ＦＣ事業の金額は、全て小売の売上金額であります。  

  

区分別 
当事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

食品副原料       （千円）  8,042,200  114.3

乳及び乳製品      （千円）  5,408,872  103.3

飲料製品        （千円）  6,171,624  142.6

農産物及び同加工品   （千円）  2,321,675  83.7

ＦＣ事業        （千円）  883,067  83.8

その他         （千円）  1,702,276  92.9

合計（千円）  24,529,717  110.2

相手先 

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社伊藤園  2,843,955  12.8  2,571,916  10.5

サントリービジネスエキス

パート株式会社  
 2,081,087  9.3  2,465,182  10.0
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