
平成23年５月11日 

各 位 

会社名 デリカフーズ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 舘本 勲武 

（コード番号：3392 東証第二部） 

問い合わせ先 執行役員経営企画部長 田井中 俊行 

（TEL 03-3858-1037） 

 

 

 

 

平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の連結財務諸表に関する注記事項（セ

グメント情報等）に関するお知らせ（発表資料の追加） 

 

 

平成23年５月10日に発表しております「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の追加事項として「セグメント情報等」をお知らせいたします。 

 

 

(セグメント情報等) 

（事業の種類別セグメント情報） 
   前連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

  当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事

業であります。従いまして、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載

を省略しております。 
 

（所在地別セグメント情報） 
  当連結会計年度(自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 
 

（海外売上高） 
  前連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

海外売上がないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

１ 報告セグメント 
当社グループの報告セグメントは、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。 
当社グループは、持株会社である当社の傘下に、地域別に青果物事業を担う子

会社４社及び研究開発業務を担う子会社１社がぶら下がり、会社ごとに戦略を立

案し、事業活動を行っております。 
  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額

の算定方法 
 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 

  
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額

に関する情報 
  

当連結会計年度(自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日) 
        

(単位：千円) 

報告セグメント 

 

関東地区 東海地区 近畿地区 持株会社 計 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

連結財務諸 

表計上額 

(注)３ 

売上高     

外部顧客への

売上高 
11,844,972 3,902,741 4,169,612 ― 19,917,326 279,234 20,196,560 ― 20,196,560

セグメント間

の内部売上高

又振替高 

12,407 15,804 17,780 429,400 475,392 105,502 580,895 △580,895 ―

計 11,857,380 3,918,545 4,187,393 429,400 20,392,719 384,736 20,777,456 △580,895 20,196,560

セグメント利益 8,995 77,145 73,030 137,747 296,917 18,041 314,959 △87,119 227,840

セグメント資産 5,216,863 1,328,933 1,857,422 2,555,786 10,959,006 90,264 11,049,270 △1,464,479 9,584,791

セグメント負債 3,811,674 639,969 1,191,762 45,054 5,688,460 35,640 5,724,100 △206,454 5,517,646

その他の項目     

減価償却費 159,082 42,032 52,432 7,218 260,765 7,274 268,040 ― 268,040

受取利息 176 1,392 84 2,189 3,842 19 3,862 △1,710 2,151

支払利息 41,279 3,067 9,270 ― 53,616 20 53,636 △1,710 51,926

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

306,875 13,422 △16,315 △6,220 297,762 16,684 314,447 ― 314,447
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(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントである研究開発会社
であります。 

２．調整額は以下のとおりであります。 
 (1) セグメント利益の調整額△87,119 千円には、セグメント間取引消去 85,632 千円が

含まれております。 
 (2) セグメント資産の調整額△1,464,479 千円は、投資と資本の相殺消去△1,258,025

千円、債権と債務の相殺消去△206,223 千円が含まれております。 
 (3) セグメント負債の調整額△206,454 千円は、債権と債務の相殺消去△206,223 千円

が含まれております。 
３．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 
 
（追加情報） 
 当連結会計年度より「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。 

 

 

 

 

(関連情報) 
 

当連結会計年度(自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の

90％超であるため、記載を省略しております。 
 

２ 地域ごとの情報 

 (1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 
 

 (2) 有形固定資産 
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３ 主要な顧客ごとの情報 
 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の 10％以上を占める相手
先がないため、記載はありません。 

 

(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) 
 

当連結会計年度(自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日) 

 該当事項はありません。 
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報) 
 

当連結会計年度(自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報) 
 

当連結会計年度(自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

 

 

以上 
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