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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(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3月期第2四半期 13,814 2.2 134 △35.7 140 △37.1 45 △61.4

22年3月期第2四半期 13,518 ― 208 ― 223 ― 118 ―

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2四半期 14.48 ―

22年3月期第2四半期 37.50 ―

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2四半期 6,539 1,203 18.4 381.97
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2四半期  1,203百万円 22年3月期  1,290百万円

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3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 30.00 30.00

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） 
（％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 26,500 8.0 318 11.6 318 6.9 180 25.5 57.14

                 



(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 「その他」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3月期2Q 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2Q  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2Q 3,149,989株 22年3月期2Q 3,150,000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報告書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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国向けを中心とする輸出の増加により、企業収益に一部回復

の兆しが見られるものの、円高やデフレの進行による景気回復の不安材料から、雇用状況の改善には至らず、個人

消費が低迷するなど、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、記録的な猛暑の影響を受け、清涼飲料を中心に収益は好調に推移しました

が、先行き不透明感から、個人消費低迷による低価格ニーズは依然として高く、企業の経営環境は依然として厳

しい状況が続いております。 

 このような状況下、当社も猛暑の影響を受け、清涼飲料向けの副原料は好調に推移し、ＰＢ飲料製品の数量が

増加したものの、乳及び乳製品は低調に推移いたしました。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は

13,814,752千円（前年同期比2.2％増）となり、営業利益は134,089千円（前年同期比35.7％減）、経常利益は

140,525千円（前年同期比37.1％減）となりました。投資有価証券評価損を42,158千円計上したことにより、四半

期純利益は45,640千円（前年同期比61.4％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、主力商品であるビタミン類等の副原料の拡販に努めたほか、猛暑による飲料メ

ーカーの清涼飲料増産等に伴い、糖類や香料等の販売数量は伸長したものの、単価が値下がりしたことから、売

上高は4,518,446千円（前年同期比3.8％増）、売上総利益は333,143千円（前年同期比8.5％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、缶コーヒーの微糖・無糖マーケットが伸長傾向にあること、加えて、猛暑の影

響により止渇飲料の需要が高くなり、殺菌乳及びヨーグルトや練乳等の乳製品を原料とした製品の需要が低下し

たことにより、売上高は2,527,434千円（前年同期比6.5％減）、売上総利益は170,793千円（前年同期比18.5％

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商品へのニーズが定着したことに加え、猛暑の影響を受け、

清涼飲料の出荷量が増加したことにより、売上高は3,871,401千円（前年同期比6.4％増）となりましたが、売上

総利益は41,566千円（前年同期比12.8％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、清涼飲料の増産により茶葉類が好調に推移し、加えて果肉缶詰等の販売が増加

したことにより、売上高は1,482,175千円（前年同期比4.4％増）、売上総利益は182,965千円（前年同期比4.6％

増）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、引き続き大手町地区の就労人

口減少の影響を受け、売上高は430,054千円（前年同期比11.6％減）、売上総利益は124,589千円（前年同期比

8.2％減）となりました。 

  

⑥ その他 

 その他におきましては、珪藻土（濾過剤）や窒素、包材などの飲料製造用資材が、清涼飲料製造の増加により

堅調に推移し、売上高は985,240千円（前年同期比7.7％増）、売上総利益は89,302千円（前年同期比22.5％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２四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末に比べ20.1％増加し、5,767,359千円(前年同期比1.4％

増）となりました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、流動繰延税金資産の増加によるものであり

ます。 

 当第２四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、772,381千円（前年同期比5.5％

増）となりました。これは主に長期貸付金の増加によるものであります。  

 この結果、当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ17.6％増加し、6,539,741千円（前年

同期比1.8％増）となりました。 

   

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ22.7％増加し、5,150,991千円（前年同期比1.3％

増）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２四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べ158.3％増加し、185,540千円（前年同期比

108.6％増）となりました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。  

 この結果、当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ25.0％増加し、5,336,531千円（前年

同期比3.1％増）となりました。   

  

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ6.8％減少し、1,203,209千円（前年同期比3.6％

減）となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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

215,742千円増加し、854,559千円となりました。 

  

（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、649,432千円（前年同期比13.0％減）となりました。これは主に仕入債務が

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、83,374千円（前年同期比44.9％減）となりました。これは主に関係会社貸付

け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、355,752千円（前年同期比233.0％増）となりました。これは主に短期借入金

の返済及び配当金の支払による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３月期の業績予想につきましては、景気回復の不安材料から、個人消費は引き続き低迷しており、当社

を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。第２四半期累計期間におきましては、一部の輸入品に関しては円

高等による仕入コストの削減があったものの、販売価格の引き下げ要求もあり、利益の確保が難しい状況になって

おります。今後も同様の状況が続くことが予想されますが、当社といたしましては、営業活動を強化し、飲料原

料、乳製品等の拡販及び新規販売先の開拓に努め、加えてコスト削減を実施することにより利益の確保を図ってま

いります。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事項の会計基準の適用 

 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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 854,559 638,816

受取手形及び売掛金 3,727,817 2,922,046

商品及び製品 658,865 650,982

未着商品 269,097 304,665

未収入金 188,310 230,212

その他 72,709 58,431

貸倒引当金 △4,000 △3,100

流動資産合計 5,767,359 4,802,054

固定資産   

有形固定資産 133,439 137,461

無形固定資産 19,663 28,499

投資その他の資産 629,278 591,186

貸倒引当金 △10,000 －

固定資産合計 772,381 757,148

資産合計 6,539,741 5,559,203

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,343,003 3,094,620

短期借入金 50,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 52,116 20,040

未払金 520,181 500,457

未払法人税等 49,696 65,604

賞与引当金 34,378 19,436

その他 101,615 46,321

流動負債合計 5,150,991 4,196,481

固定負債   

長期借入金 181,831 66,600

リース債務 － 5,242

資産除去債務 3,709 －

固定負債合計 185,540 71,842

負債合計 5,336,531 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 611,319 660,178

自己株式 △20 －

株主資本合計 1,263,073 1,311,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,759 △24,208

繰延ヘッジ損益 △26,105 3,134

評価・換算差額等合計 △59,864 △21,074

純資産合計 1,203,209 1,290,879

負債純資産合計 6,539,741 5,559,203
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 13,518,381 13,814,752

売上原価 12,513,672 12,872,391

売上総利益 1,004,709 942,361

販売費及び一般管理費 796,061 808,271

営業利益 208,647 134,089

営業外収益   

受取利息 51 650

受取配当金 4,532 4,578

為替差益 6,095 5,783

受取補償金 5,766 1,341

受取手数料 － 3,436

その他 3,558 959

営業外収益合計 20,004 16,749

営業外費用   

支払利息 3,401 1,588

支払補償費 1,451 8,505

その他 387 219

営業外費用合計 5,239 10,313

経常利益 223,411 140,525

特別損失   

投資有価証券評価損 － 42,158

貸倒引当金繰入額 － 10,000

事務所移転費用 15,540 －

その他 401 878

特別損失合計 15,942 53,036

税引前四半期純利益 207,469 87,488

法人税、住民税及び事業税 95,056 46,600

法人税等調整額 △5,727 △3,353

過年度法人税等戻入額 － △1,398

法人税等合計 89,328 41,848

四半期純利益 118,140 45,640
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,970,838 7,110,282

売上原価 6,461,035 6,599,529

売上総利益 509,802 510,753

販売費及び一般管理費 393,402 397,246

営業利益 116,399 113,506

営業外収益   

受取利息 51 413

受取配当金 1,690 1,690

為替差益 9,106 －

受取補償金 － 1,165

受取手数料 － 1,772

その他 2,244 458

営業外収益合計 13,092 5,501

営業外費用   

支払利息 1,348 519

為替差損 － 6,048

支払補償費 1,066 1,303

その他 104 94

営業外費用合計 2,519 7,965

経常利益 126,973 111,042

特別利益   

貸倒引当金戻入額 300 －

特別利益合計 300 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 42,158

事務所移転費用 15,540 －

その他 401 －

特別損失合計 15,942 42,158

税引前四半期純利益 111,331 68,883

法人税、住民税及び事業税 54,362 39,480

法人税等調整額 △6,711 △8,029

法人税等合計 47,650 31,450

四半期純利益 63,680 37,432
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４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   

税引前四半期純利益 207,469 87,488

減価償却費 17,973 18,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300 10,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,620 14,942

受取利息及び受取配当金 △4,583 △5,228

支払利息 3,401 1,588

為替差損益（△は益） 2 △5,436

投資有価証券評価損益（△は益） － 42,158

事務所移転費用 15,540 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,005,436 △805,770

たな卸資産の増減額（△は増加） △156,430 27,684

未収入金の増減額（△は増加） 132,148 41,901

仕入債務の増減額（△は減少） 1,731,865 1,304,593

未払金の増減額（△は減少） △163,505 △36,487

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,702 11,409

その他 28,642 △2,355

小計 763,308 705,697

利息及び配当金の受取額 4,583 4,843

利息の支払額 △3,379 △1,205

事務所移転費用の支払額 △1,147 －

法人税等の支払額 △16,462 △61,301

法人税等の還付額 － 1,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 746,902 649,432

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 △61,881 △738

無形固定資産の取得による支出 △1,552 △881

投資有価証券の取得による支出 △6,099 －

関係会社貸付けによる支出 － △81,066

差入保証金の差入による支出 △81,036 －

その他 △689 △689

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,259 △83,374

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 △400,000

長期借入れによる収入 100,000 160,000

長期借入金の返済による支出 △3,340 △12,693

リース債務の返済による支出 △9,930 △8,695

自己株式の取得による支出 － △20

配当金の支払額 △93,577 △94,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,847 △355,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 5,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 488,792 215,742

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 678,096 854,559
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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） 

 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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