
  

  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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） 

（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）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３四半期  435,211  △4.9  4,127  25.7  4,360  28.4  2,348  25.7

21年９月期第３四半期  457,404  －  3,283  －  3,396  －  1,867  －

  
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３四半期  182  98  182  98

21年９月期第３四半期  145  56  145  52

  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３四半期  181,481  55,157  30.4  4,297  00

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３四半期 55,157百万円 21年９月期 54,215百万円

  
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 

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

  （％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 
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



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

   新規 －社 （    －）   、除外 －社 （    －）  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）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：無 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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 

 この四半期決算決算短信は、金融商品取引法にもとづく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法にもとづく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりま

す。  

  

※  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および合理的であると

判断する一定の前提にもとづいており、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

の前提となる条件およ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]Ｐ．２

「連結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） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 196,517株 21年９月期 196,882株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 12,836,122株 21年９月期３Ｑ 12,831,862株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、輸出や生産面など

一部景気に改善傾向が見えはじめているものの、雇用不安などから個人消費は低迷し先行き不透明な状況で推移い

たしました。 

 食品流通業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりや低価格志向などから、企業の価格競争は激化

し、当社グループ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、当社グループは大手量販店を中心とした組織小売業との取引強化を推進しているものの、当

第３四半期連結累計期間の売上高は、酒類卸売業との取引減少や前期において実施した連結子会社の売却などによ

り、前年同期比較4.9％（221億92百万円）減少の4,352億11百万円となりました。 

 営業利益は、売上高の減少による売上総利益の減少はあったものの、物流関連コストの削減などコストマネジメ

ントの強化により販売費及び一般管理費が減少し、前年同期比較25.7％（８億43百万円）増加の41億27百万円とな

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28.4％(９億64百万円)増加の43億60百万円となりました。 

 四半期純利益は、経常利益の増加により、前年同期比較25.7％（４億80百万円）増加の23億48百万円となりまし

た。  

  

（２）連結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 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,814億81百万円となり、前連結会計年度末と比べ 68億85百万

円の増加となりました。主な要因は、季節要因による売上債権や商品在庫の増加などにより流動資産が89億２百万

増加したこと、固定資産の償却や投資有価証券の時価評価などにより、固定資産が20億17百万円減少したことなど

によるものです。 

 負債は、1,263億24百万円となり、前連結会計年度末と比べ59億44百万円の増加となりました。主な要因は、流

動資産の増加と同様、季節要因による仕入債務の増加などにより、流動負債が63億37百万円増加したことなどによ

るものです。 

 純資産は、551億57百万円となり、前連結会計年度末と比べ、９億40百万円の増加となりました。主な要因は、

利益剰余金が15億27百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が５億86百万円減少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３四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200億72百万円となり、前連結会計年度末に比

べ６億81百万円の増加となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、16億81百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、 税金等調整

前四半期純利益43億４百万円および仕入債務の増加56億69百万などによるものであり、資金減少の要因は、売上債

権の増加47億63百万円やたな卸資産の増加37億72百万円などによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億17百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、８億82百万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８億21百万円などによるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年９月期の通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月11日公表の業績予想から変更はありませ

ん。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理  

   固定資産の年度中の取得、売却および除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、当該予算にもと 

    づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

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。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （四半期連結貸借対照表の表示方法の変更） 

  前第３四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、資 

 産総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では、区分掲記することとしました。なお、前  

 第３四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」は18,070百万円であります。 

  

  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 14,072 10,690

受取手形及び売掛金 75,869 71,105

有価証券 6,000 8,700

商品及び製品 14,293 10,521

未収入金 18,357 18,383

その他 1,638 2,183

貸倒引当金 △237 △494

流動資産合計 129,994 121,091

固定資産   

有形固定資産 26,343 27,371

無形固定資産   

のれん 5 7

その他 981 947

無形固定資産合計 986 955

投資その他の資産   

投資有価証券 14,609 15,429

その他 10,433 10,459

貸倒引当金 △885 △709

投資その他の資産合計 24,157 25,178

固定資産合計 51,487 53,505

資産合計 181,481 174,596

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 113,364 107,694

未払法人税等 785 862

賞与引当金 696 1,094

役員賞与引当金 49 51

その他 8,724 7,579

流動負債合計 123,620 117,282

固定負債   

退職給付引当金 292 284

役員退職慰労引当金 7 7

設備休止損失引当金 21 24

その他 2,382 2,781

固定負債合計 2,704 3,097

負債合計 126,324 120,379
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 43,259 41,732

自己株式 △590 △591

株主資本合計 54,756 53,227

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 400 987

評価・換算差額等合計 400 987

新株予約権 － 1

純資産合計 55,157 54,216

負債純資産合計 181,481 174,596

- 5 -

伊藤忠食品㈱（2692）　平成22年９月期　第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 457,404 435,211

売上原価 410,106 389,019

売上総利益 47,297 46,192

販売費及び一般管理費 44,014 42,065

営業利益 3,283 4,127

営業外収益   

受取利息 111 91

受取配当金 288 284

不動産賃貸料 300 394

その他 133 106

営業外収益合計 833 877

営業外費用   

支払利息 36 38

不動産賃貸費用 179 208

持分法による投資損失 462 389

その他 42 8

営業外費用合計 721 643

経常利益 3,396 4,360

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 7 227

設備休止損失引当金戻入額 13 －

特別利益合計 990 287

特別損失   

投資有価証券評価損 265 5

投資有価証券売却損 72 2

固定資産除却損 70 151

貸倒引当金繰入額 2 154

会員権評価損 7 0

その他 29 28

特別損失合計 447 343

税金等調整前四半期純利益 3,938 4,304

法人税、住民税及び事業税 1,858 1,719

法人税等調整額 212 237

法人税等合計 2,070 1,956

四半期純利益 1,867 2,348
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 156,854 145,092

売上原価 141,488 130,296

売上総利益 15,366 14,796

販売費及び一般管理費 14,581 13,832

営業利益 784 964

営業外収益   

受取利息 29 28

受取配当金 161 160

不動産賃貸料 104 139

その他 48 37

営業外収益合計 343 366

営業外費用   

支払利息 13 12

不動産賃貸費用 64 67

持分法による投資損失 70 16

その他 7 2

営業外費用合計 154 99

経常利益 972 1,231

特別利益   

投資有価証券評価損戻入額 34 －

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 1 10

特別利益合計 35 10

特別損失   

投資有価証券評価損 － 4

投資有価証券売却損 72 2

固定資産除却損 41 18

貸倒引当金繰入額 － 1

その他 29 －

特別損失合計 144 26

税金等調整前四半期純利益 864 1,214

法人税、住民税及び事業税 241 388

法人税等調整額 128 120

法人税等合計 370 508

四半期純利益 494 706
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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   

税金等調整前四半期純利益 3,938 4,304

減価償却費 1,291 1,398

持分法による投資損益（△は益） 462 389

投資有価証券売却損益（△は益） △895 △56

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 △80

賞与引当金の増減額（△は減少） △330 △397

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8 35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 0

受取利息及び受取配当金 △400 △376

支払利息 36 38

固定資産除売却損益（△は益） 69 151

会員権評価損 7 0

投資有価証券評価損益（△は益） 265 5

売上債権の増減額（△は増加） △12,240 △4,763

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,477 △3,772

未収入金の増減額（△は増加） 280 △14

差入保証金の増減額（△は増加） 40 △171

仕入債務の増減額（△は減少） 13,357 5,669

未払金の増減額（△は減少） 681 △84

その他 △642 921

小計 3,387 3,199

利息及び配当金の受取額 426 384

利息の支払額 △35 △37

法人税等の支払額 △2,350 △1,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,427 1,681

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 △4,143 △92

有形固定資産の売却による収入 2 0

無形固定資産の取得による支出 △367 △295

投資有価証券の取得による支出 △188 △340

投資有価証券の売却による収入 2,009 127

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△189 －

貸付けによる支出 △6,922 △6,553

貸付金の回収による収入 6,444 6,960

その他 △96 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,450 △117

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 △62 △60

配当金の支払額 △770 △821

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △832 △882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,856 681

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 16,382 20,072
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）および  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）および  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）および  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）および  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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。 

  

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）および  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）および  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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

（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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  販売の状況 

①商品分類別売上高 

  

（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   

  

  

  

４．補足情報

 商  品  分  類 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年６月30日）  

当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 
  至 平成22年６月30日）  

金  額 構成比 金  額  構成比

ビール 105,740 23.1  101,716 23.4

和洋酒 69,736 15.3  69,922 16.1

調味料・缶詰 79,630 17.4  72,658 16.7

嗜好・飲料 91,230 20.0  86,149 19.8

麺・乾物 36,753 8.0  33,886 7.8

冷凍・チルド 22,154 4.8  22,370 5.1

ギフト 36,294 7.9  32,843 7.5

その他 15,863 3.5  15,662 3.6

合  計 457,404 100.0  435,211 100.0

業  態 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年６月30日）  

当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 
  至 平成22年６月30日）  

金  額 構成比 金  額 構成比

卸売業 83,094 18.2  73,765 17.0

百貨店 23,846 5.2  19,774 4.5

スーパー 252,638 55.2  248,133 57.0

CVS・ミニスーパー 56,154 12.3  55,713 12.8

その他小売業 22,246 4.9  19,074 4.4

メーカー他 19,424 4.2  18,751 4.3

合  計 457,404 100.0  435,211 100.0
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