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1.  平成23年5月期第2四半期の業績（平成22年6月1日～平成22年11月30日） 

（注）当社は、第２四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２四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2四半期 18,967 ― 47 ― 43 ― △65 ―
22年5月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △11.14 ―
22年5月期第2四半期 ― ―

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2四半期 15,367 1,782 11.6 305.67
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2四半期  1,782百万円 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 ― 5.00
23年5月期 

（予想） ― 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、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 39,595 8.5 300 △32.4 282 △31.1 78 △67.6 13.42
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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2Q 5,930,400株 22年5月期 5,820,000株
② 期末自己株式数 23年5月期2Q 100,004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2Q 5,843,622株 22年5月期2Q ―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２四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかなデフレ傾向にあり、雇用・所得環境の低迷、円高の進行

等先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当業界におきましても、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

にあるなか、当社の販売先である外食産業は全体的に低迷が続き、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

工場への当社スタッフの派遣等による品質管理の徹底を行い、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２四半期累計期間の売上高は 百万円となりました。アミカ事業において、東海地区を中

心としたドミナント化を進め４店舗を新規出店し、小牧店（愛知県小牧市）を移設するとともに、当初計画してい

なかった大垣北店（岐阜県大垣市）の新規出店を平成22年12月に予定したことなどにより経費が増加し、また、南

草津店（滋賀県草津市）の閉店に伴う減損損失の計上、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等

により、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、四半期純損失は 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、教育研修の

強化、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116億19百万円となりましたが、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、当社にとって大変厳しい経営環境が継続し、営業損失は52百万円となりました。 

  

（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、平成22年

７月に小牧店（愛知県小牧市）を移設し、また、特売等の販売拡大に努めてまいりました。南草津店（滋賀県草

津市）につきましては、業績の回復が見込めないことから、平成23年１月に閉店することとし、減損損失１億34

百万円を特別損失に計上いたしました。 

 この結果、アミカ事業の売上高は73億48百万円となり、営業利益は４億95百万円となりました。 

 なお、当第２四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

189億67

47 43 65
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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２四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度末と比較して現金及び預金が６億16百万円増加し

たこと等により、流動資産は全体で６億93百万円増加しました。一方固定資産は、アミカ店の開設により建設仮

勘定が４億25百万円減少し、建物が４億34百万円増加し、工具、器具及び備品が１億29百万円増加したこと等に

より、全体で２億円増加しました。その結果、資産総額は、前事業年度末と比べて８億94百万円増加し、

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買掛金が３億68百万円増加し、短期借入金が２億80百万円増加

し、１年内返済予定の長期借入金が２億円増加したこと等により、流動負債が全体で７億91百万円増加しまし

た。一方固定負債は、長期借入金が１億31百万円増加し、資産除去債務が２億18百万円増加したこと等により、

全体で２億69百万円増加しました。その結果、負債総額は、前事業年度末と比べて10億60百万円増加し、

百万円となりました。 

 純資産につきましては、前事業年度末と比較して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

23百万円減少したこと等により、全体で１億66百万円減少し、 百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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６億15百万円

増加して12億76百万円となりました。 

  

  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４億79百万円となりました。これは、仕入債務の増加３億68百万円及び減価償

却費２億62百万円、減損損失１億34百万円の計上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） 

  投資活動により使用した資金は４億15百万円となりました。これは、店舗出店等による有形固定資産の取得３

億43百万円の支出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）  

 財務活動により得られた資金は５億51百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出６億68百万

円、配当金の支払額57百万円等があったものの、長期借入れによる収入10億円等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12月17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  

 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、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ 千円減少し、税引前四半期純損失は

千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であり

ます。 

   

153億67

135億85

17億82

２．その他の情報

4,996

64,530 205,740
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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11月30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 1,711,832 1,095,406 

受取手形及び売掛金 3,149,330 3,168,403 

有価証券 － 850 

商品 1,783,491 1,763,151 

貯蔵品 5,555 6,076 

その他 653,773 590,813 

貸倒引当金 △37,204 △51,210 

流動資産合計 7,266,778 6,573,491 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,955,878 3,521,003 

その他（純額） 1,368,318 1,645,418 

有形固定資産合計 5,324,197 5,166,421 

無形固定資産 31,457 31,225 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,418,896 1,482,898 

その他 1,389,211 1,278,080 

貸倒引当金 △62,763 △58,407 

投資その他の資産合計 2,745,344 2,702,571 

固定資産合計 8,100,998 7,900,218 

資産合計 15,367,777 14,473,710 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,981,645 3,613,323 

短期借入金 3,000,000 2,720,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,536,468 1,336,152 

1年内償還予定の社債 100,000 － 

未払法人税等 54,145 108,525 

賞与引当金 133,127 136,668 

ポイント引当金 19,801 20,602 

その他 521,295 619,951 

流動負債合計 9,346,484 8,555,222 

固定負債   

社債 － 100,000 

長期借入金 3,662,390 3,530,782 

退職給付引当金 149,959 140,479 

役員退職慰労引当金 187,059 179,231 

資産除去債務 218,099 － 

その他 21,617 19,129 

固定負債合計 4,239,126 3,969,623 

負債合計 13,585,610 12,524,845 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年11月30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 461,808 445,800 

資本剰余金 365,697 349,800 

利益剰余金 970,430 1,093,732 

自己株式 △33,901 － 

株主資本合計 1,764,034 1,889,332 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,133 59,531 

評価・換算差額等合計 18,133 59,531 

純資産合計 1,782,167 1,948,864 

負債純資産合計 15,367,777 14,473,710 
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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）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 18,967,738 

売上原価 15,177,328 

売上総利益 3,790,410 

販売費及び一般管理費 3,742,742 

営業利益 47,667 

営業外収益  

受取利息 7,610 

受取配当金 6,328 

受取賃貸料 11,483 

その他 14,953 

営業外収益合計 40,375 

営業外費用  

支払利息 28,349 

賃貸費用 9,645 

その他 6,513 

営業外費用合計 44,508 

経常利益 43,535 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,649 

保険解約返戻金 65,552 

特別利益合計 75,202 

特別損失  

固定資産除売却損 7,374 

減損損失 134,385 

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 201,294 

税引前四半期純損失（△） △82,557 

法人税、住民税及び事業税 45,132 

法人税等調整額 △62,587 

法人税等合計 △17,454 

四半期純損失（△） △65,102 
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 9,455,443 

売上原価 7,538,015 

売上総利益 1,917,427 

販売費及び一般管理費 1,803,191 

営業利益 114,236 

営業外収益  

受取利息 3,582 

受取配当金 552 

受取賃貸料 5,757 

その他 4,854 

営業外収益合計 14,747 

営業外費用  

支払利息 13,805 

賃貸費用 4,822 

その他 1,256 

営業外費用合計 19,885 

経常利益 109,098 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,747 

特別利益合計 5,747 

特別損失  

固定資産除売却損 7,374 

減損損失 134,385 

特別損失合計 141,760 

税引前四半期純損失（△） △26,914 

法人税、住民税及び事業税 43,691 

法人税等調整額 △47,986 

法人税等合計 △4,294 

四半期純損失（△） △22,620 
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △82,557 

減価償却費 262,645 

減損損失 134,385 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,649 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,540 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △800 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,479 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,827 

受取利息及び受取配当金 △13,939 

支払利息 28,349 

固定資産除売却損益（△は益） 7,374 

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） 19,073 

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,818 

未収入金の増減額（△は増加） △13,487 

仕入債務の増減額（△は減少） 368,322 

未払金の増減額（△は減少） △86,912 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △73,600 

未払消費税等の増減額（△は減少） △80,399 

その他 49,876 

小計 496,612 

利息及び配当金の受取額 9,187 

利息の支払額 △28,528 

保険金の受取額 92,072 

法人税等の支払額 △89,877 

営業活動によるキャッシュ・フロー 479,466 

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 △343,921 

無形固定資産の取得による支出 △4,700 

投資有価証券の取得による支出 △4,528 

建設協力金の支払による支出 △30,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △27,730 

その他 △4,275 

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,156 

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） 280,000 

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △668,076 

リース債務の返済による支出 △571 

株式の発行による収入 31,579 

自己株式の取得による支出 △33,901 

配当金の支払額 △57,674 

財務活動によるキャッシュ・フロー 551,356 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △89 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 615,576 

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 1,276,832 
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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２四半期累計期間（自平成22年６月１日 至平成22年11月30日） 

（単位：千円）

 （注）１．セグメント利益の調整額△395,535千円は、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利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

「アミカ事業」セグメントにおいて、アミカ南草津店（滋賀県草津市）について減損損失を計上しており

ます。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期会計期間において 千円であります。 

  

（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

  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  11,619,357  7,348,381  18,967,738  －  18,967,738

   セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,795  24,695  26,490  △26,490 － 

計  11,621,152  7,373,076  18,994,228  △26,490  18,967,738

 セグメント利益又は損失（△）  △52,139  495,342  443,203  △395,535  47,667

134,385

（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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