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1. 平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第3四半期 1,048,468 1.3 7,139 43.3 7,858 42.2 5,383 149.5
21年12月期第3四半期 1,035,491 ― 4,983 ― 5,527 ― 2,157 ―

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3四半期 125.26 ―
21年12月期第3四半期 50.20 ―

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3四半期 387,765 79,464 20.2 1,818.69
21年12月期 426,291 75,640 17.4 1,728.62

（参考） 自己資本 23年3月期第3四半期 78,158百万円 21年12月期 74,297百万円

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
（注） 21年12月期末配当19円には、当社発足30周年記念配当8円を含んでおります。

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12月期 ― 11.00 ― 19.00 30.00
23年3月期 ― 15.00 ―
23年3月期
（予想） 15.00 30.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成23年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 1,900,000 37.2 13,000 25.2 14,000 26.7 7,500 58.2 174.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(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財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。
なお、今期は決算期の変更（12月31日から３月31日）に伴い、15ヶ月の変則決算となります。

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3月期3Q 43,958,650株 21年12月期 43,958,650株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q 983,399株 21年12月期 978,085株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 42,976,649株 21年12月期3Q 42,981,208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におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の改善等により景気は回復基調に

ありましたが、雇用情勢は依然として厳しく、欧米の景気不安懸念による円高の進行や株式市場の低迷など、景気の

先行きは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は、猛暑の影響により飲料等の売上が伸長するなど回復の兆しが見られたものの、依然

として生活防衛意識は根強く、商品の低価格化が継続する厳しい経営環境となりました。

このような状況下、当社グループは、物流機能を核とした「集物型流通」とともに、近年注力してきたライフスタ

イルマーケティングを機軸とし、マーケティング機能の充実や外食事業データの蓄積、食品廃棄物の低減などの新た

な取組みにより、「創造型流通」の構築を図ってまいりました。あわせて、物流費を中心としたコスト構造改革によ

るローコスト化を更に推進することで、業績の向上に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては、猛暑の影響や小売業様との取組拡大等に

より、アイスクリーム、飲料及び酒類が拡大し、前年同期比129億77百万円増加の1兆484億68百万円となりました。

利益面につきましては、販管費の削減等により営業利益は前年同期比21億55百万円増加の71億39百万円、経常利益は

23億30百万円増加の78億58百万円となりました。四半期純利益は投資有価証券評価損の減少等により、前年同期比32

億25百万円増加の53億83百万円となりました。

また、本年7月29日にお知らせいたしましたとおり、当社は、当社の親会社である三菱商事株式会社、並びにその

子会社である、明治屋商事株式会社、株式会社フードサービスネットワーク及び株式会社サンエスと、当社、明治屋

商事株式会社、株式会社フードサービスネットワーク及び株式会社サンエスの４社経営統合に向けた協議を開始いた

しました。

本経営統合は、当社グループの既存事業領域と大きなシナジーが期待でき、国内食品流通業界におけるリーディン

グカンパニーとして、更なる機能強化を図り、より一層の顧客満足を目的としたものであります。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の変動状況

食品流通業界において、売上高は年末にかけ大きく増加するという特徴を持っており、当社グループにおきまし

ても第４四半期に売上高が増加するため、当第３四半期連結累計期間末の財政状態は、次の通り前連結会計年度末

から総資産及び負債が大きく減少いたしております。

前連結会計年度末と比較して総資産が385億25百万円、負債が423億49百万円減少し、純資産が38億24百万円増加

いたしました。

総資産及び負債の減少の主な要因は、総資産においては「受取手形及び売掛金」の減少280億77百万円及び「商

品及び製品」の減少89億77百万円、負債においては「支払手形及び買掛金」の減少358億24百万円によるものであ

ります。

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は34億57百万円となりました。主たる要因は税金等

調整前四半期純利益70億75百万円、売上債権の減少299億4百万円、たな卸資産の減少94億30百万円、仕入債務の

減少380億19百万円等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）

当第３四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は9億39百万円となりました。主たる要因は有形固

定資産の取得による支出10億48百万円等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）

当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は27億14百万円となりました。主たる要因は配当金

の支払14億61百万円、短期借入金の減少6億50百万円等によるものであります。

以上の結果、現金及び現同等物の当第３四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末（415億82百万円）

に比べて1億95百万円減少し、413億86百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、本年7月26日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

なお、今期は決算期の変更（12月31日から３月31日）に伴い、15ヶ月の変則決算となります。

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

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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

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９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12月31日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 1,537 2,167
受取手形及び売掛金 170,293 198,370
有価証券 40,000 39,600
商品及び製品 33,004 41,982
原材料及び貯蔵品 20 41
その他 41,445 39,996
貸倒引当金 △484 △541

流動資産合計 285,816 321,616

固定資産
有形固定資産 62,710 64,425
無形固定資産

のれん 4,903 5,267
その他 2,130 2,162

無形固定資産合計 7,033 7,430

投資その他の資産
投資有価証券 14,785 14,926
その他 19,654 20,301
貸倒引当金 △2,234 △2,409

投資その他の資産合計 32,205 32,819

固定資産合計 101,949 104,674

資産合計 387,765 426,291

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 265,970 301,795
引当金 1,714 555
その他 26,236 35,098

流動負債合計 293,922 337,449

固定負債
退職給付引当金 10,198 10,410
役員退職慰労引当金 455 421
その他 3,725 2,369

固定負債合計 14,378 13,201

負債合計 308,300 350,650
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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９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12月31日)

純資産の部
株主資本

資本金 10,630 10,630
資本剰余金 19,141 19,141
利益剰余金 51,419 47,497
自己株式 △2,547 △2,535

株主資本合計 78,643 74,733

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △466 △417
為替換算調整勘定 △19 △19

評価・換算差額等合計 △485 △436

少数株主持分 1,306 1,343

純資産合計 79,464 75,640

負債純資産合計 387,765 426,291
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（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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 1,035,491 1,048,468
売上原価 948,042 961,221

売上総利益 87,448 87,247

販売費及び一般管理費 82,465 80,107

営業利益 4,983 7,139

営業外収益
受取利息 97 87
受取配当金 253 269
不動産賃貸料 548 617
その他 366 441

営業外収益合計 1,266 1,415

営業外費用
支払利息 45 75
不動産賃貸費用 425 453
のれん償却額 144 9
その他 107 158

営業外費用合計 722 697

経常利益 5,527 7,858

特別利益
固定資産売却益 13 155
関係会社株式売却益 － 262
事業譲渡益 78 －
貸倒引当金戻入額 14 －
その他 11 27

特別利益合計 117 445

特別損失
投資有価証券評価損 1,015 486
固定資産除却損 50 12
固定資産売却損 121 63
減損損失 781 615
その他 42 49

特別損失合計 2,011 1,228

税金等調整前四半期純利益 3,633 7,075

法人税、住民税及び事業税 1,704 2,430
法人税等調整額 △262 △746

法人税等合計 1,442 1,683

少数株主利益 34 8

四半期純利益 2,157 5,383
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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21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９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 3,633 7,075
減価償却費 3,679 3,509
減損損失 781 615
のれん償却額 331 321
退職給付引当金の増減額（△は減少） △185 △278
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 34
貸倒引当金の増減額（△は減少） △449 △236
受取利息及び受取配当金 △351 △357
支払利息 45 75
持分法による投資損益（△は益） 8 7
有形固定資産売却損益（△は益） 97 △101
投資有価証券売却損益（△は益） △10 16
投資有価証券評価損益（△は益） 1,017 486
関係会社株式売却損益（△は益） － △262
売上債権の増減額（△は増加） 37,238 29,904
たな卸資産の増減額（△は増加） 10,199 9,430
未収入金の増減額（△は増加） 3,237 106
仕入債務の増減額（△は減少） △52,762 △38,019
未払消費税等の増減額（△は減少） 118 432
その他 △4,356 △5,351

小計 2,273 7,409

利息及び配当金の受取額 351 357
利息の支払額 △42 △81
法人税等の支払額 △3,251 △4,227

営業活動によるキャッシュ・フロー △669 3,457

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 △1,450 △1,048
有形固定資産の売却による収入 194 1,142
無形固定資産の取得による支出 △305 △492
投資有価証券の取得による支出 △300 △645
投資有価証券の売却による収入 13 114
関係会社株式の売却による収入 － 154
子会社株式の取得による支出 － △18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入 － 31

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入 － 56

短期貸付金の増減額（△は増加） △44 △208
長期貸付けによる支出 △3 △2
長期貸付金の回収による収入 52 195
事業譲渡による収入 107 －
その他 △186 △219

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,924 △939
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

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） － △650
リース債務の返済による支出 △219 △571
配当金の支払額 △945 △1,461
少数株主への配当金の支払額 △22 △19
自己株式の純増減額（△は増加） △1 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189 △2,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,783 △195

現金及び現金同等物の期首残高 35,813 41,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,030 41,386
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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）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）品種別売上高明細表

（２）業態別売上高明細表

（注）１．ＧＭＳはゼネラル・マーチャンダイズ・ストアの略で、総合スーパーであります。

２．ＳＭはスーパーマーケットであります。

３．ＣＶＳはコンビニエンスストアであります。

４．ユーザーは外食・中食・給食等消費者へ直接飲食サービスを提供する事業者であります。

４．補足情報

単位：百万円（未満切捨）

品種

前第３四半期累計期間

（自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日）

当第３四半期累計期間

（自 平成22年１月１日

至 平成22年９月30日）

前連結会計年度

（自 平成21年１月１日

至 平成21年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

缶詰類 16,849 1.6 16,512 1.6 22,697 1.6

調味料類 142,594 13.8 140,519 13.4 195,684 14.1

麺・乾物類 103,519 10.0 99,289 9.5 142,085 10.3

嗜好品・飲料類 158,991 15.4 161,784 15.4 210,223 15.2

菓子類 37,504 3.6 36,929 3.5 50,768 3.7

冷凍・チルド類 272,081 26.3 286,153 27.3 365,679 26.4

酒類 243,509 23.5 249,357 23.8 312,164 22.5

その他 60,441 5.8 57,922 5.5 85,448 6.2

合計 1,035,491 100.0 1,048,468 100.0 1,384,750 100.0

単位：百万円（未満切捨）

業態

前第３四半期累計期間

（自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日）

当第３四半期累計期間

（自 平成22年１月１日

至 平成22年９月30日）

前連結会計年度

（自 平成21年１月１日

至 平成21年12月31日）

金額
構成比

（％）
金額

構成比

（％）
金額

構成比

（％）

卸売 87,738 8.5 82,569 7.9 113,873 8.2

ＧＭＳ 107,363 10.4 124,141 11.8 152,239 11.0

ＳＭ 473,131 45.7 480,943 45.9 635,621 45.9

ＣＶＳ 178,841 17.3 174,114 16.6 232,834 16.8

ドラッグストア 40,800 3.9 40,865 3.9 55,228 4.0

ユーザー 39,794 3.8 40,812 3.9 53,980 3.9

その他直販 89,294 8.6 88,767 8.4 116,307 8.4

（直販計） 929,226 89.7 949,645 90.5 1,246,212 90.0

メーカー・他 18,526 1.8 16,253 1.6 24,664 1.8

合計 1,035,491 100.0 1,048,468 100.0 1,384,750 100.0
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