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1.  平成23年5月期第1四半期の業績（平成22年6月1日～平成22年8月31日） 

（注）当社は、第１四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、22年５月期第１四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 

  

(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5月期第1四半期 9,512 ― △66 ― △65 ― △42 ―
22年5月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年5月期第1四半期 △7.30 ―
22年5月期第1四半期 ― ―

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

23年5月期第1四半期 14,578 1,841 12.6 315.73
22年5月期 14,473 1,948 13.5 334.86

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  1,841百万円 22年5月期  1,948百万円

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   

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5月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成23年5月期の業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

19,460 11.5 144 57.0 123 21.3 43 △7.3 7.45

通期 39,712 8.8 571 28.4 530 29.4 263 9.3 45.34
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(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 

（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） 

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 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 5,831,800株 22年5月期  5,820,000株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  ―株 22年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 5,821,615株 22年5月期1Q  ―株

※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レビュー手続きの対象外であり、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きは終了していません。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、緩やかに回復しつつあるものの、国内総生産や雇用など弱めの経

済指標から米国経済を中心に、先行きをめぐる不確実性がこれまで以上に高まり、為替市場や株価も不安定な動き

を続けており、わが国の経済や物価見通しの下ぶれリスクが懸念されております。 

  当業界におきましては、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」及びキャッシュアン

ドキャリー形式による小規模外食業者・一般消費者を販売先とする「アミカ事業」を２つの販売チャネルとして、

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。 

  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、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１四半期会計期間の売上高は95億12百万円と順調に推移しましたが、第１四半期会計期間の売上

高、営業利益及び経常利益は特に需要の多い第２四半期以降に比べ低いこと、アミカ事業において東海地区のドミ

ナント化を進め４店舗を新規出店し、小牧店を移設したことなどにより経費が増加し、営業損失は66百万円、経常

損失は65百万円となり、資産除去債務に関する会計基準の適用による費用の増加もあり、四半期純損失は42百万円

となりました。 

  

  セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（外商事業） 

  重点取引先との取組強化と、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58億62百万円となりましたが、当社の販売先である外食産業は消費者の節約志向

等から全般的に伸び悩みが続き、当社にとって大変厳しい経営環境が継続し、営業損失は74百万円となりました。

  

（アミカ事業） 

  平成22年６月に守山大森店（名古屋市守山区）、南草津店（滋賀県草津市）、多治見店（岐阜県多治見市）、７

月に半田店（愛知県半田市）を新規出店し、東海地区を中心としたドミナント化を進めるとともに、小牧店（愛知

県小牧市）を移設し、また、特売など販売拡大に努めたことなどにより、アミカ事業の売上高は36億49百万円とな

り、営業利益は２億22百万円となりました。 

  なお、当第１四半期会計期間末の店舗数は、愛知県・岐阜県を中心として34店舗であります。 

   

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  

 当第１四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度と比較して受取手形及び売掛金が55百万円増加し、

商品が64百万円増加したものの、現金及び預金が２億16百万円減少したこと等により、流動資産は全体で１億18百

万円減少しました。一方固定資産は、アミカ店舗の新規出店などにより建設仮勘定が５億80百万円減少し、建物が

６億49百万円増加し、工具、器具及び備品が１億30百万円増加したこと等により、全体で２億22百万円増加しまし

た。その結果、資産総額は、前事業年度末と比べて１億４百万円増加し、145億78百万円となりました。 

 負債につきましては、前事業年度末と比較して未払法人税等が１億２百万円減少したものの、買掛金が２億29百

万円増加し、短期借入金が３億60百万円増加したこと等により、流動負債が全体で３億18百万円増加しました。一

方固定負債は、資産除去債務を２億16百万円計上したものの、長期借入金が３億34百万円減少したこと等により、

全体で１億６百万円減少しました。その結果、負債総額は、前事業年度末と比べて２億11百万円増加し、127億36

百万円となりました。 

 純資産につきましては、配当金の支払や四半期純損失の計上により利益剰余金が１億円減少したこと等により、

全体で１億７百万円減少し、18億41百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四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２億16百万円減

少して４億44百万円となりました。 

  

 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）   

  営業活動により得られた資金は80百万円となりました。これは、売上高の増加に伴う売上債権の増加55百万円、

たな卸資産の増加64百万円などがあったものの、仕入債務の増加２億29百万円などによる収入の増加及び減価償却

費１億28百万円が計上されたためであります。 

  

（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２億77百万円となりました。これは、店舗出店等による有形固定資産の取得２億

52百万円などの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）   

  財務活動により使用した資金は19百万円となりました。これは、短期借入金の純増額３億60百万円などによる収

入があったものの、長期借入金の返済３億34百万円、配当金の支払額48百万円などの支出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５月期の業績予想につきましては、平成22年７月14日に公表しました業績予想に変更はございません。

  

（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 

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。 

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ2,498千円増加し、税引前四半期純損失は62,032千円増加しており

ます。また、当四半期会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は205,740千円であります。  

  

  

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８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 878,842 1,095,406

受取手形及び売掛金 3,223,652 3,168,403

有価証券 834 850

商品 1,827,588 1,763,151

貯蔵品 6,161 6,076

その他 561,184 590,813

貸倒引当金 △43,363 △51,210

流動資産合計 6,454,900 6,573,491

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,170,229 3,521,003

その他（純額） 1,220,178 1,645,418

有形固定資産合計 5,390,408 5,166,421

無形固定資産 29,033 31,225

投資その他の資産   

投資有価証券 1,468,338 1,482,898

その他 1,297,681 1,278,080

貸倒引当金 △62,351 △58,407

投資その他の資産合計 2,703,667 2,702,571

固定資産合計 8,123,110 7,900,218

資産合計 14,578,010 14,473,710

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,842,949 3,613,323

短期借入金 3,080,000 2,720,000

1年内返済予定の長期借入金 1,336,152 1,336,152

未払法人税等 5,801 108,525

賞与引当金 95,733 136,668

ポイント引当金 21,820 20,602

その他 491,280 619,951

流動負債合計 8,873,737 8,555,222

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 3,196,744 3,530,782

退職給付引当金 145,628 140,479

役員退職慰労引当金 185,086 179,231

資産除去債務 216,985 －

その他 18,528 19,129

固定負債合計 3,862,973 3,969,623

負債合計 12,736,710 12,524,845
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 447,511 445,800

資本剰余金 351,499 349,800

利益剰余金 993,050 1,093,732

株主資本合計 1,792,061 1,889,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,238 59,531

評価・換算差額等合計 49,238 59,531

純資産合計 1,841,300 1,948,864

負債純資産合計 14,578,010 14,473,710
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 9,512,295

売上原価 7,639,312

売上総利益 1,872,982

販売費及び一般管理費 1,939,550

営業損失（△） △66,568

営業外収益  

受取利息 4,027

受取配当金 5,776

受取賃貸料 5,725

その他 10,098

営業外収益合計 25,628

営業外費用  

支払利息 14,543

賃貸費用 4,822

その他 5,256

営業外費用合計 24,623

経常損失（△） △65,563

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,902

保険解約返戻金 65,552

特別利益合計 69,454

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 59,533

特別損失合計 59,533

税引前四半期純損失（△） △55,642

法人税、住民税及び事業税 1,440

法人税等調整額 △14,601

法人税等合計 △13,160

四半期純損失（△） △42,482
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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１四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △55,642

減価償却費 128,773

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,902

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,934

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,855

受取利息及び受取配当金 △9,804

支払利息 14,543

保険返戻金 △65,552

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 59,533

売上債権の増減額（△は増加） △55,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,521

未収入金の増減額（△は増加） 37,057

仕入債務の増減額（△は減少） 229,625

未払金の増減額（△は減少） △12,724

その他の流動資産の増減額（△は増加） △27,801

未払消費税等の増減額（△は減少） △71,624

その他 10,189

小計 84,189

利息及び配当金の受取額 7,926

利息の支払額 △14,213

保険金の受取額 92,103

法人税等の支払額 △89,837

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,167

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 △252,478

投資有価証券の取得による支出 △2,429

建設協力金の支払による支出 △10,000

敷金及び保証金の差入による支出 △13,600

その他 924

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,583

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） 360,000

長期借入金の返済による支出 △334,038

リース債務の返済による支出 △285

株式の発行による収入 3,410

配当金の支払額 △48,184

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,579

現金及び現金同等物の期首残高 661,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 444,677
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 該当事項はありません。  

  

  

 【セグメント情報】 

      １．報告セグメントの概要 

          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

          当社は、大手外食チェーン、ホテル、レストラン及び事業所給食等の多様な外食産業等に対して、直接販売を

中心とした卸売業を行う「外商事業」と小規模外食業者及び一般消費者に対して、現金で販売し商品をお客様自

身に持ち帰っていただくキャッシュアンドキャリー形式による小売業を行う「アミカ事業」の２つの事業におい

て、業務用食品等を販売しております。 

          したがって、当社は、販売形態により「外商事業」と「アミカ事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

  

      ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

         当第１四半期累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年８月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△214,887千円は、本社経費等であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（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

  

  
報告セグメント  調整額 

（注）１ 

四半期損益計算書 

計上額（注）２ 外商事業 アミカ事業  合計 

 売上高 

外部顧客への売上高  5,862,718  3,649,576  9,512,295  －  9,512,295

 セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,341  13,062  14,404  △14,404  －

計  5,864,060  3,662,639  9,526,699  △14,404  9,512,295

 セグメント利益又は 

損失（△） 
 △74,381  222,699  148,318  △214,887  △66,568

（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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