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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 20,231 5.0 204 △10.1 209 △10.1 82 △22.6

22年3月期第3四半期 19,270 8.8 227 △18.9 233 △15.9 106 250.1

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 26.26 ―

22年3月期第3四半期 33.92 ―

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 7,580 1,250 16.5 396.86
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3四半期  1,250百万円 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3月期3Q 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3Q  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3Q 3,149,969株 22年3月期3Q 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益に一部回復の兆しが見られるものの、長期傾向を呈して

きた円高やデフレの進行などのリスクが潜在しており、雇用状況の改善には至らず、個人消費も低迷するなど、引

き続き低調に推移しております。 

  また、清涼飲料の市場は、消費者の購買意欲を喚起し、趣向に合わせたヒット商品もある一方、先行き不透明感

から、消費者の生活防衛意識は引き続き高く、低価格ニーズが顕著になるなど、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、飲料メーカーが茶系・コーヒー飲料等の新商品を複数投入するなか、当社は主力商品の拡販

に努め、新規顧客先を開拓したことにより、取扱食品原料の販売数量が増加し、売上高は 千円（前年同

期比 ％増）となりました。しかしながら、販売単価の低下や夏場の乳飲料製品低迷の影響が大きく、販売費及

び一般管理費の削減にも努めましたが、営業利益は 千円（前年同期比 ％減）、経常利益は 千円

（前年同期比 ％減）となりました。また、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 千円（前年同期比 ％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、ホット飲料や新商品の原料に採用された糖類や香料が好調に推移したほか、主力

商品であるビタミン類や飲料製品に使用される副原料の拡販に努め、売上高は 千円（前年同期比 ％

増）、売上総利益は、 千円（前年同期比 ％増）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、殺菌乳を使用した飲料製品の需要が高まったことに加えて、新規顧客先への販売

を開始ししましたが、夏場の乳飲料製品の低迷や利益率の高いソフトコンテナを活用した業務用殺菌乳の販売が減

少したことにより、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、売上総利益は 千円（前年同期比

％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、飲料市場全体の消費の冷え込みもあり、価格の割安なＰＢ商品へのニーズは引き

続き高かったものの、利益率の高い清涼飲料が低調に推移し、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、売

上総利益は 千円（前年同期比 ％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、マンゴー等果肉缶詰や茶葉類の販売数量増加により売上、利益ともに好調に推移

し、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、売上総利益は 千円（前年同期比 ％増）となりま

した。 

  

⑤ ＦＣ事業 

   当カテゴリーにおきましては、大手町地区の就労人口減少に歯止めがかかってきたものの、たばこの値上げなど

により一人当たりの購入単価が低下し、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、売上総利益は 千円

（前年同期比 ％減）となりました。  

  

⑥ その他 

   その他におきましては、包材や窒素ガス、珪藻土（濾過剤）などの飲料製造用資材が好調に推移したことによ

り、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、売上総利益は 千円（前年同期比 ％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

20,231,714

5.0

204,409 10.1 209,576

10.1

82,743 22.6

6,573,657 7.4

502,162 1.4

4,292,409 0.9 308,076 11.4

5,362,553 7.1

59,518 10.0

1,987,559 11.3 240,256 13.9

634,408 8.4 183,782

5.3

1,381,126 3.8 126,696 12.3
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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３四半期会計期間期末の流動資産は、前事業年度末に比べ ％増加し、 千円となりました。  

これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

   当第３四半期会計期間期末の固定資産は、前事業年度末に比べ ％増加し、 千円となりました。  

    この結果、当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ ％増加し、 千円となりま

した。 

   

（負債） 

   当第３四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ ％増加し、 千円になりました。これ

は主に買掛金の増加によるものであります。 

    当第３四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べ ％増加し、 千円となりました。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３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ ％増加し、 千円となりま

した。   

  

（純資産）   

   当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ ％減少し、 千円となりました。これは  

主に評価・換算差額等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３四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

千円増加し、 千円（前年同期比 ％増）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、 千円（前年同期比 ％増）となりました。これは主に売上債権が増

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

の純増減額が減少し、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３四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。 

  

  

41.9 6,814,846

1.1 765,598

36.4 7,580,444

46.7 6,157,799

140.1 172,526

48.3 6,330,326

3.2 1,250,118

945,908 1,584,725 32.4

1,395,799 7.0

△83,719 53.3

△372,628 219.0
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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 

・会計処理規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 

 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規準」（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

- 3 -
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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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,584,725 638,816

受取手形及び売掛金 4,320,886 2,922,046

商品及び製品 620,561 650,982

未着商品 161,749 304,665

未収入金 69,034 230,212

その他 62,388 58,431

貸倒引当金 △4,500 △3,100

流動資産合計 6,814,846 4,802,054

固定資産   

有形固定資産 129,219 137,461

無形固定資産 15,325 28,499

投資その他の資産 631,053 591,186

貸倒引当金 △10,000 －

固定資産合計 765,598 757,148

資産合計 7,580,444 5,559,203

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,584,173 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 350,267 500,457

未払法人税等 11,348 65,604

賞与引当金 19,200 19,436

その他 90,695 46,321

流動負債合計 6,157,799 4,196,481

固定負債   

長期借入金 168,802 66,600

リース債務 － 5,242

資産除去債務 3,724 －

固定負債合計 172,526 71,842

負債合計 6,330,326 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 648,422 660,178

自己株式 △20 －

株主資本合計 1,300,177 1,311,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,244 △24,208

繰延ヘッジ損益 △17,813 3,134

評価・換算差額等合計 △50,058 △21,074

純資産合計 1,250,118 1,290,879

負債純資産合計 7,580,444 5,559,203
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 19,270,963 20,231,714

売上原価 17,843,768 18,811,221

売上総利益 1,427,194 1,420,492

販売費及び一般管理費 1,199,752 1,216,083

営業利益 227,442 204,409

営業外収益   

受取利息 51 1,160

受取配当金 5,260 5,403

受取補償金 9,242 1,919

受取手数料 5,103 5,087

為替差益 － 2,350

その他 705 1,135

営業外収益合計 20,362 17,057

営業外費用   

支払利息 4,491 2,485

為替差損 431 －

支払補償費 9,420 9,019

その他 438 385

営業外費用合計 14,781 11,890

経常利益 233,023 209,576

特別損失   

投資有価証券評価損 18,207 42,158

貸倒引当金繰入額 － 10,000

事務所移転費用 15,540 －

その他 409 878

特別損失合計 34,158 53,036

税引前四半期純利益 198,864 156,539

法人税、住民税及び事業税 84,388 67,348

法人税等調整額 7,628 7,846

過年度法人税等戻入額 － △1,398

法人税等合計 92,016 73,796

四半期純利益 106,848 82,743
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,752,581 6,416,961

売上原価 5,330,095 5,938,830

売上総利益 422,485 478,131

販売費及び一般管理費 403,690 407,811

営業利益 18,795 70,319

営業外収益   

受取利息 － 510

受取配当金 728 824

受取補償金 3,475 577

受取手数料 1,788 1,651

その他 461 176

営業外収益合計 6,454 3,740

営業外費用   

支払利息 1,090 896

為替差損 6,527 3,432

支払補償費 7,968 513

その他 51 166

営業外費用合計 15,637 5,009

経常利益 9,611 69,051

特別損失   

投資有価証券評価損 18,207 －

その他 8 －

特別損失合計 18,215 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △8,604 69,051

法人税、住民税及び事業税 △10,667 20,747

法人税等調整額 13,355 11,200

法人税等合計 2,687 31,947

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,292 37,103
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 198,864 156,539

減価償却費 28,570 26,940

貸倒引当金の増減額（△は減少） 500 11,400

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,116 △236

受取利息及び受取配当金 △5,311 △6,564

支払利息 4,491 2,485

為替差損益（△は益） 884 △6,457

投資有価証券評価損益（△は益） 18,207 42,158

事務所移転費用 15,540 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,366,629 △1,398,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,431 173,336

未収入金の増減額（△は増加） 357,432 161,178

仕入債務の増減額（△は減少） 2,486,448 2,523,120

未払金の増減額（△は減少） △341,796 △183,758

その他 △30,282 8,214

小計 1,384,235 1,509,517

利息及び配当金の受取額 5,311 6,392

利息の支払額 △4,470 △2,107

事務所移転費用の支払額 △8,047 －

法人税等の支払額 △72,626 △119,401

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 1,304,402 1,395,799

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 △62,097 △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

貸付けによる支出 △60,000 －

差入保証金の差入による支出 △81,180 －

差入保証金の回収による収入 32,571 －

その他 △1,034 △1,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △179,392 △83,719

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 △8,350 △25,722

リース債務の返済による支出 △14,747 △12,496

自己株式の取得による支出 － △20

配当金の支払額 △93,710 △94,389

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,807 △372,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 △884 6,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,007,318 945,908

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 1,196,621 1,584,725
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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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