
   

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  6,704  2.4  20  △77.6  29  △69.3  8  △84.9

22年３月期第１四半期  6,547  －  91  －  96  －  54  －

  
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 

23年３月期第１四半期  2  60  －  －

22年３月期第１四半期  17  28  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  6,479  1,172  18.1  372  16

22年３月期  5,559  1,290  23.2  409  80

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,172百万円 22年３月期 1,290百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 30 00  30  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 30 00  30  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  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



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 3,150,000株 22年３月期 3,150,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 43株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 3,149,989株 22年３月期１Ｑ 3,150,000株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、輸出企業を中心とした一部の業種にて企業収益の改善傾向が見られるもの

の、欧州の財政危機など今後の景気回復への不安材料から、雇用情勢の悪化や個人消費は引き続き低調に推移して

おります。  

 清涼飲料の市場におきましても、消費者の生活防衛意識は強いことから、低価格であるＰＢ（プライベートブラ

ンド）飲料製品等のニーズは引き続き高く、企業間の低価格競争が加速し、企業の経営環境は厳しい状態が続いて

おります。 

 このような状況下、大手飲料メーカー向け食品副原料や業務用殺菌乳、ＰＢ飲料製品において、当社はサービス

の付加価値向上に努め、取引先の拡大や新規商品の提案を積極的に展開してまいりました。しかしながら、低価格

製品への需要シフトに伴う飲料メーカーの販売単価の見直しや農産物加工品等の取扱数量が減少するなど、利益面

においては、厳しい状況で推移いたしました。   

 その結果、当第１四半期会計期間の売上高は6,704,470千円（前年同期比2.4％増）となりましたが、営業利益は

20,583千円（前年同期比77.6％減）、経常利益は29,483千円（前年同期比69.3％減）、貸倒引当金繰入額を10,878

千円計上した結果、四半期純利益は8,207千円（前年同期比84.9％減）となりました。 

     

 カテゴリー別の業績は以下のとおりであります。 

  

① 食品副原料 

 当カテゴリーにおきましては、飲料メーカーの夏季向け商品の製造増加に伴い、糖類や香料の販売が伸長しまし

たが、ビタミン類等の販売単価の低下により、売上高は2,195,683千円（前年同期比1.3％増）、売上総利益は

130,858千円（前年同期比24.0％減）となりました。  

  

② 乳及び乳製品 

 当カテゴリーにおきましては、缶コーヒー用の生クリーム等乳製品の販売が好調に推移し、業務用殺菌乳の販売

数量は増加しましたが、販売単価の低下により、売上高は1,285,303千円（前年同期比5.0％増）、売上総利益は

87,412千円（前年同期比6.6％減）となりました。 

  

③ 飲料製品 

 当カテゴリーにおきましては、価格の割安なＰＢ商品へのニーズは引き続き高まっておりますが、販売数量は前

年並みであったことにより、売上高は1,756,257千円（前年同期比3.5％増）、売上総利益は17,014千円（前年同期

比19.1％減）となりました。 

  

④ 農産物及び同加工品 

 当カテゴリーにおきましては、主力商品であるマンゴー加工品の販売数量は減少したものの、茶葉類が好調に推

移し、売上高は758,214千円（前年同期比5.3％増）、売上総利益は92,174千円（前年同期比7.5％減）となりまし

た。 

  

⑤ ＦＣ事業 

 当カテゴリーにおきましては、コンビニエンスストア業界全体の不振に加えて、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207,914千円（前年同期比17.5％減）、売上総利益は60,364千円

（前年同期比13.5％減）となりました。 

  

⑥ その他 

 その他におきましては、窒素ガスや珪藻土（濾過剤）などの飲料製造用資材や、輸出用の経皮吸収剤が好調に推

移し、売上高は501,097千円（前年同期比2.8％増）、売上総利益は43,784千円（前年同期比13.0％増）となりまし

た。  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第１四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末に比べ18.9％増加し、5,707,304千円となりました。これ

は主に受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加によるものであります。  

 当第１四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末に比べ2.0％増加し、772,295千円となりました。  

 この結果、当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ16.6％増加し、6,479,600千円となりまし

た。 

  

（負債）  

 当第１四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ24.9％増加し、5,239,374千円になりました。これ

は主に買掛金及び未払金の増加によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べ5.5％減少し、67,911千円となりました。これは  

リース債務を流動負債へ振替えたことによるものであります。  

 この結果、当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ24.3％増加し、5,307,285千円となりまし  

た。   

  

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ9.2％減少し、1,172,314千円となりました。これは主

に配当金の支払によるものであります。   

  

② キャッシュ・フローの状況  

  当第１四半期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、前事業年度末に比べ34,939

千円減少し、603,877千円（前年同期比25.7％増）となりました。 

 当第１四半期会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）  

 営業活動の結果得られた資金は、334,891千円（前年同期比24.2％増）となりました。これは主に売上債権が増

加した以上に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、34,020千円（前年同期比9,765.4％増）となりました。これは主に関係会社貸

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） 

 財務活動の結果使用した資金は、337,204千円（前年同期は21,968千円の収入）となりました。これは主に短期

借入金が減少したこと、配当金の支払によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、当社が取り扱っている食品原材料の価格変動や経済環境の変化によ

る消費低迷等が懸念されるものの、現在のところおおむね計画通り推移しており、平成22年５月13日に公表いたし

ました業績予想に変更はありません。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。     
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 603,877 638,816

受取手形及び売掛金 3,588,951 2,922,046

商品及び製品 829,087 650,982

未着商品 285,740 304,665

未収入金 347,117 230,212

その他 56,430 58,431

貸倒引当金 △3,900 △3,100

流動資産合計 5,707,304 4,802,054

固定資産   

有形固定資産 137,360 137,461

無形固定資産 23,505 28,499

投資その他の資産 622,307 591,186

貸倒引当金 △10,878 －

固定資産合計 772,295 757,148

資産合計 6,479,600 5,559,203

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,186,232 3,094,620

短期借入金 200,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 20,040 20,040

未払金 701,442 500,457

未払法人税等 8,672 65,604

賞与引当金 20,400 19,436

その他 102,586 46,321

流動負債合計 5,239,374 4,196,481

固定負債   

長期借入金 61,590 66,600

リース債務 2,626 5,242

資産除去債務 3,694 －

固定負債合計 67,911 71,842

負債合計 5,307,285 4,268,323

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,387 363,387

資本剰余金 288,387 288,387

利益剰余金 573,886 660,178

自己株式 △20 －

株主資本合計 1,225,641 1,311,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,346 △24,208

繰延ヘッジ損益 △15,980 3,134

評価・換算差額等合計 △53,326 △21,074

純資産合計 1,172,314 1,290,879

負債純資産合計 6,479,600 5,559,203
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,547,543 6,704,470

売上原価 6,052,637 6,272,862

売上総利益 494,906 431,608

販売費及び一般管理費 402,959 411,025

営業利益 91,947 20,583

営業外収益   

受取利息 － 236

受取配当金 2,842 2,888

為替差益 － 11,831

受取補償金 5,404 175

その他 1,675 2,164

営業外収益合計 9,922 17,296

営業外費用   

支払利息 2,052 1,069

為替差損 3,010 －

支払補償費 － 7,202

その他 667 125

営業外費用合計 5,731 8,396

経常利益 96,138 29,483

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 10,878

特別損失合計 － 10,878

税引前四半期純利益 96,138 18,605

法人税、住民税及び事業税 40,694 7,120

法人税等調整額 984 4,676

過年度法人税等戻入額 － △1,398

法人税等合計 41,678 10,397

四半期純利益 54,459 8,207
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 96,138 18,605

減価償却費 8,004 9,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 11,678

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,216 963

受取利息及び受取配当金 △2,842 △3,125

支払利息 2,052 1,069

為替差損益（△は益） △1 △1,395

売上債権の増減額（△は増加） △1,099,692 △666,904

たな卸資産の増減額（△は増加） △702,201 △159,180

未収入金の増減額（△は増加） △93,878 △116,905

仕入債務の増減額（△は減少） 1,874,116 1,169,307

未払金の増減額（△は減少） 240,267 123,290

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,921 △8,052

その他 17,105 15,143

小計 285,531 393,755

利息及び配当金の受取額 2,842 3,089

利息の支払額 △2,298 △652

法人税等の支払額 △16,462 △61,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 269,613 334,891

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 － △412

関係会社貸付けによる支出 － △33,264

その他 △344 △344

投資活動によるキャッシュ・フロー △344 △34,020

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 △250,000

長期借入金の返済による支出 － △5,010

リース債務の返済による支出 △4,954 △4,494

自己株式の取得による支出 － △20

配当金の支払額 △73,077 △77,679

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,968 △337,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 291,238 △34,939

現金及び現金同等物の期首残高 189,303 638,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 480,541 603,877
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 該当事項はありません。   

  

 当社は、食品卸売を主たる事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。  

  

 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

（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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