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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31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 ％

24年9月期第2四半期 14,834 0.7 488 △20.8 319 △27.8 19 △91.6

23年9月期第2四半期 14,736 △5.6 617 81.2 442 163.8 232 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 193百万円 （△36.7％） 23年9月期第2四半期 305百万円 （―％）

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

24年9月期第2四半期 0.30 ―

23年9月期第2四半期 3.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 29,721 8,674 29.2
23年9月期 29,594 8,480 28.7

（参考） 自己資本  24年9月期第2四半期  8,674百万円 23年9月期  8,480百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

平成24年９月期の期末配当予想額については、未定であります。 

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

23年9月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年9月期 ― ―

24年9月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 29,800 3.8 900 0.7 500 26.1 100 228.3 1.54



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外ですが、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は終了しています。 

※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、添付資
料４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・配当については、業績に応じた適正な利益還元を行うことを基本方針とし、企業体質の一層の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等を
勘案して決定しております。現時点においては事業環境に不透明な要因が多いことから配当予想額を未定としておりますが、開示が可能となった時点で速やか
に開示いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期2Q 68,004,520 株 23年9月期 68,004,520 株

② 期末自己株式数 24年9月期2Q 3,244,310 株 23年9月期 3,243,918 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 64,760,275 株 23年9月期2Q 64,761,538 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しの動きがみられ

る一方で、円高や欧州の信用不安、原油をはじめとした原料高の懸念等により、依然として景気の先行

きは不透明な状況が続いております。  

このような状況の中、当社グループは、円高メリットを活かした価格戦略、新商品の導入、新規取引

先開拓及び既存取引先の深耕を図り、商品シェア拡大と収益力の向上に努めました。この取り組みによ

り、輸入食品類・酒類販売事業は順調に売上を伸ばしましたが、食品類・酒類事業は厳しい市場環境に

より苦戦を強いられることになりました。  

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,834百万円(前年同期比0.7％増)、営業利益は488

百万円(前年同期比20.8％減)、経常利益は319百万円(前年同期比27.8％減)、四半期純利益は19百万円

(前年同期比91.6％減)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

(食品類・酒類事業) 

醤油につきましては、食に対する消費者ニーズの多様化により、需要が加工度の高いつゆ・たれ類に

推移しており、市場の縮小基調が続いております。家庭用商品は、主力量販店への拡販や新規取引先獲

得を進めましたが売上は減少しました。業務用商品は、大手取引先の生産拠点の移転及び内製化への移

行等の影響により売上が減少しました。  

つゆ・たれ類につきましては、メーカー各社の熾烈な競争の中、家庭用商品の「極淡白だし500ml」

「鰹つゆ500ml」「名代更科つゆ1.8Ｌペット」「焼肉のたれ中辛400g」等の売上が好調に推移しまし

た。また、2012年春夏新商品として、だし醤油３品「いりこ醤油360ml」「あご醤油360ml」「海鮮だし

醤油300ml」を発売しております。一方、業務用商品は、大手取引先の生産拠点の移転及び内製化への

移行等の影響により売上が減少しました。  

その他調味料につきましては、家庭用の主力商品である「料理酒1Ｌペット」の売上が増加し、「醸

造みりんタイプ1Ｌペット」の売上も前年同期並みに推移しました。また、有機関連の差別化商品であ

る「有機純米料理酒500ml」「有機みりんタイプ500ml」は順調に売上を伸ばしました。業務用商品は、

新規取引先の開拓により売上が増加しました。  

漬物につきましては、市場は依然として高価格商品の需要が減少し、低価格化が進んでおります。主

力のなら漬は、お手頃価格の「あっさりなら漬きゅうり」が新規取引先の導入により売上を伸ばしたも

のの、市場環境の影響を受けた高価格商品の低迷により売上が減少しました。  

飲料につきましては、季節商品の「くりほうじ茶」「べにふうき緑茶」「さくら緑茶」の新規導入や

新規取引先の開拓等により売上が増加しました。ＰＢ商品は、一部の得意先で好調に推移したものの、

アイテム見直しによる終売商品の発生等により売上が減少しました。 

酒類につきましては、清酒は、「尾張常滑郷の鬼ころし2Ｌパック」「尾張男山2Ｌパック」等の経済

酒が、競合他社の低価格販売のあおりを受けたこと等により売上が減少しました。清酒以外では、「蔵

出し 本みりん」が新規取引先開拓等により売上を大きく伸ばしました。 

この結果、当事業の売上高は9,043百万円（前年同期比3.7％減）、セグメント利益(営業利益)は257

百万円（前年同期比4.5％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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(輸入食品類・酒類販売事業) 

業務用食材につきましては、米国産キャビアが正月おせちやエアーラインファーストクラスに採用、

世界一と評価されているスペイン産イベリコ生ハム「ホセリートブランド」の新規導入、問屋取引の強

化、ブライダル市場の開拓等の営業施策が順調に推移したことにより売上が増加しました。  

製菓用食材につきましては、コンビニ用スウィーツ市場へのクリームチーズ拡販を目的にした大手洋

菓子製造会社の開拓が進み、ユーザーの増加に成功しました。また、関西発ヒット焼き菓子商品に採用

されている製菓材商品の売上が増加しました。  

小売用商品につきましては、従来からの主力商品であるボンヌママンブランドのジャムは、大手卸店

との取組強化により取引店舗数が増加したことにより売上が増加しました。また、クリスマス用商材の

新商品が売上に貢献しました。  

ワイン類につきましては、主力商品である「ボランジェ」「シャンソン」「アヤラ」は、円高メリッ

トを活かした販路拡大を行い売上の伸長に寄与しました。積極的に導入を進めている中低価格帯商品

は、安定的に市場に受け入れられ順調に推移しました。  

この結果、当事業の売上高は5,178百万円（前年同期比8.7％増）、セグメント利益(営業利益)は342

百万円（前年同期比41.3％増）となりました。  

  

(水産品加工販売事業)  

㈱イメックスにつきましては、市場環境の厳しい中、主力商品の「ラングスティーヌ」の売上が対象

顧客であるブライダル関連で好調に推移しました。また、冷凍フィレ、オリジナル加工品のタイやスズ

キ等のマリネが、新規のホテル・レストランにメニュー採用されたこと等により売上が増加しました。

㈱ブルーゲイツにつきましては、外食・中食チェーンに対するソース・調味料の一括提案を含めたメ

ニュー企画、商社・大手問屋へのブランディングを行う商品企画等の企画提案型営業を進めておりま

す。東日本大震災の影響による市場の混乱があったものの売上が増加し、利益重視の販売及びコスト削

減を実施したこと等により増益となりました。  

この結果、当事業の売上高は592百万円（前年同期比6.7％増）、セグメント利益(営業利益)は16百万

円（前年同期比163.5％増）となりました。  
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①資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、現金及び預金が827百万円増加し、たな卸資産が245百万

円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ659百万円増加し、13,415百万円となりました。固定

資産は、土地等有形固定資産が194百万円、のれんが154百万円減少したこと等から前連結会計年度末に

比べ525百万円減少し、16,287百万円となりました。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ127百

万円増加し、29,721百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、支払手形及び買掛金が233百万円、１年内償還予定の社

債が1,000百万円増加し、短期借入金が399百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ968百

万円増加し、18,546百万円となりました。固定負債は、社債が1,022百万円減少したこと等から、前連

結会計年度末に比べ1,034百万円減少し、2,501百万円となりました。  

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、繰延ヘッジ損益が171百万円増加したこと等から、前

連結会計年度末に比べ193百万円の増加となり、8,674百万円となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況   

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、827百万円

増加し、2,095百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは次の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が276百万円、減価償却費が236百

万円、仕入債務の増加額が234百万円及び未払費用の増加額が258百万円あったこと等により、1,137百

万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出があったこと等により134百

万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済（純額）があったこと等により181百万円

の支出となりました。 

  

  

当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くものと予想しております。このような

事業環境の中、既存の食品事業領域における着実な成長と、経営の効率化により財務体質の健全化を図

ってまいります。  

なお、平成23年11月11日付「平成23年９月期決算短信」にて発表いたしました通期の業績予想に変更

はありません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,300 2,128

受取手形及び売掛金 5,416 5,706

商品及び製品 2,762 2,468

仕掛品 1,874 1,928

原材料及び貯蔵品 621 616

その他 825 611

貸倒引当金 △46 △44

流動資産合計 12,755 13,415

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,108 7,030

その他（純額） 3,690 3,573

有形固定資産合計 10,798 10,604

無形固定資産   

のれん 4,196 4,042

その他 263 233

無形固定資産合計 4,460 4,275

投資その他の資産   

その他 1,800 1,720

貸倒引当金 △246 △312

投資その他の資産合計 1,553 1,407

固定資産合計 16,812 16,287

繰延資産 26 18

資産合計 29,594 29,721

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,209 2,442

短期借入金 13,111 12,711

1年内返済予定の長期借入金 356 362

1年内償還予定の社債 44 1,044

未払法人税等 58 163

賞与引当金 127 179

その他 1,670 1,640

流動負債合計 17,578 18,546
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

固定負債   

社債 1,187 165

長期借入金 1,488 1,564

退職給付引当金 432 373

その他 427 397

固定負債合計 3,535 2,501

負債合計 21,113 21,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,773 2,773

資本剰余金 7,719 7,719

利益剰余金 △1,525 △1,505

自己株式 △376 △376

株主資本合計 8,591 8,610

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11 △6

繰延ヘッジ損益 △107 63

為替換算調整勘定 8 5

その他の包括利益累計額合計 △110 63

純資産合計 8,480 8,674

負債純資産合計 29,594 29,721
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 14,736 14,834

売上原価 9,596 9,616

売上総利益 5,139 5,217

販売費及び一般管理費 4,522 4,728

営業利益 617 488

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 0 0

為替差益 37 36

持分法による投資利益 10 6

その他 24 27

営業外収益合計 79 78

営業外費用   

支払利息 224 209

その他 29 38

営業外費用合計 254 247

経常利益 442 319

特別利益   

投資有価証券売却益 － 24

貸倒引当金戻入額 8 －

その他 0 －

特別利益合計 8 24

特別損失   

減損損失 － 55

その他 61 11

特別損失合計 61 67

税金等調整前四半期純利益 389 276

法人税、住民税及び事業税 24 149

法人税等調整額 132 107

法人税等合計 156 257

少数株主損益調整前四半期純利益 232 19

少数株主利益 － －

四半期純利益 232 19
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 232 19

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 5

繰延ヘッジ損益 76 171

為替換算調整勘定 △1 △2

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 72 174

四半期包括利益 305 193

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 305 193

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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 389 276

減価償却費 261 236

減損損失 － 55

のれん償却額 155 154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 67

賞与引当金の増減額（△は減少） 61 52

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71 △51

持分法による投資損益（△は益） △10 △6

受取利息及び受取配当金 △6 △7

支払利息 224 209

売上債権の増減額（△は増加） 271 △306

たな卸資産の増減額（△は増加） 341 187

前渡金の増減額（△は増加） 36 47

仕入債務の増減額（△は減少） △322 234

未払費用の増減額（△は減少） △85 258

その他 △22 △25

小計 1,222 1,384

利息及び配当金の受取額 7 7

利息の支払額 △221 △209

法人税等の支払額 △44 △45

営業活動によるキャッシュ・フロー 964 1,137

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入 5 15

投資有価証券の取得による支出 △16 △1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △10

子会社の清算による収入 － 64

有形固定資産の取得による支出 △162 △161

無形固定資産の取得による支出 △4 △41

敷金及び保証金の回収による収入 45 5

その他 △7 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △139 △134
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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） △1,218 △399

長期借入れによる収入 270 440

長期借入金の返済による支出 △597 △182

リース債務の返済による支出 △20 △15

配当金の支払額 △0 △0

社債の発行による収入 973 －

社債の償還による支出 △17 △22

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △610 △181

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 215 827

現金及び現金同等物の期首残高 1,233 1,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,449 2,095
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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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