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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

当社は、平成24年２月15日開催の取締役会決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき200株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

(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 ％

25年3月期第2四半期 12,317 10.5 388 65.5 378 71.4 230 81.9
24年3月期第2四半期 11,151 14.1 234 160.6 220 195.9 126 237.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 226百万円 （83.1％） 24年3月期第2四半期 123百万円 （292.3％）

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

25年3月期第2四半期 78.56 77.73
24年3月期第2四半期 43.19 43.05

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 10,604 4,401 41.5
24年3月期 10,625 4,236 39.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,400百万円 24年3月期  4,236百万円

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  
当社は、平成24年２月15日開催の取締役会決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき200株の株式分割を行っております。なお、株式分割は平成24
年４月１日を効力発生日としておりますので、平成24年３月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に配当額を算定しております。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 4,250.00 4,250.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 28.00 28.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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 24,000 3.5 640 3.9 620 5.1 378 60.6 129.05



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、 「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」 に該当しております。詳細
は、添付資料４ページ 「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当社は、平成24年２月15日開催の取締役会決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき200株の株式分割を行っております。そのため、前連結会
計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※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
半期連結財務諸表のレビュー手続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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３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。 
 
（株式分割について） 
当社は、平成24年２月15日開催の取締役会決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき200株の株式分割を行っております。 
本資料の１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額、１株当たり純資産額は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が
行われたと仮定して算定しております。 
本資料の平成25年３月期配当金予想は、当該株式分割後の金額であります。仮に当該株式分割前に換算すると期末の配当金は１株当たり5,600円となります。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 3,121,000 株 24年3月期 3,121,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 192,000 株 24年3月期 192,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 2,929,000 株 24年3月期2Q 2,929,000 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、東日本大震災の復興需要などを背景に緩やかな回

復傾向が見られたものの、欧州の債務問題を背景とした世界経済の減速、長期化する円高、電力供給不

安等の影響により、景気の先行きについて依然として不透明な状況が続いております。 

食品関連業界におきましては、長引くデフレによる消費者の節約・低価格志向の定着、同業他社との

低価格競争の激化などにより、業界を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移しております。

このような状況の中、当社グループは青果物の機能性研究の成果を活かした提案型営業を推し進めた

ことや、同業他社との壁を越えて在庫管理機能・ピッキング機能・配送機能等を集約した東京ＦＳセン

ターのビジネスモデル及び食の安全・安心へのニーズに対応すべく品質・衛生管理の徹底に関する取り

組みを多くのお客様に高く評価いただけたことにより、新規顧客の獲得及び既存取引の深耕が順調に進

展いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は12,317百万円（前年同四半期比10.5％増）と

なりました。 

利益につきましては、野菜の調達価格・品質が比較的安定していたことにより、作業効率が向上する

とともにロスが低減したこと、当社グループ全社で取り組んでいる生産性向上及び物流費等コスト削減

の効果により、営業利益388百万円（前年同四半期比65.5％増）、経常利益378百万円（前年同四半期比

71.4％増）、四半期純利益230百万円（前年同四半期比81.9％増）となりました。  

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.8％減少し、4,991百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が469百万円、受取手形及び売掛金が68百万円減少したことなどによります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べて10.3％増加し、5,612百万円となりました。これは、主とし

て土地が575百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、10,604百万円となりました。 

  

（負債）  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、3,539百万円となりました。これは、主として

短期借入金が175百万円、１年内返済予定の長期借入金が32百万円増加した一方、買掛金が117百万円、

未払法人税等が71百万円、未払金が67百万円減少したことなどによります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.6％減少し、2,663百万円となりました。これは、主として

長期借入金が152百万円減少したことなどによります。  

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、6,202百万円となりました。  

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.9％増加し、4,401百万円となりました。これは、主とし

て利益剰余金が167百万円増加したことなどによります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、平成24年10月25日に、第２四半期連結累計期間の売上高・営業利益・経常

利益・四半期純利益を上方修正しておりますが、青果物の生産・収穫に影響を及ぼす天候及び景気の先

行き等、不透明な要因が存在するため、平成25年３月期通期連結業績予想数値につきましては、平成24

年５月10日発表の予想数値に変更はありません。 

  

  

（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。 

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,483,735 2,014,424

受取手形及び売掛金 2,829,971 2,761,840

有価証券 9,580 9,890

商品及び製品 73,166 60,429

仕掛品 1,888 1,031

原材料及び貯蔵品 32,055 27,319

その他 118,184 129,832

貸倒引当金 △13,731 △13,519

流動資産合計 5,534,851 4,991,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,610,241 1,578,704

土地 2,477,640 3,052,827

その他（純額） 515,486 481,231

有形固定資産合計 4,603,367 5,112,763

無形固定資産   

その他 42,945 40,846

無形固定資産合計 42,945 40,846

投資その他の資産   

その他 468,990 482,711

貸倒引当金 △24,358 △23,367

投資その他の資産合計 444,631 459,343

固定資産合計 5,090,944 5,612,953

資産合計 10,625,796 10,604,200
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,559,667 1,441,798

短期借入金 400,000 575,001

1年内返済予定の長期借入金 441,738 474,690

未払法人税等 209,742 138,675

未払金 781,218 713,714

賞与引当金 68,839 69,288

その他 107,889 125,941

流動負債合計 3,569,095 3,539,109

固定負債   

長期借入金 2,682,754 2,530,718

退職給付引当金 43,123 44,299

その他 94,721 88,646

固定負債合計 2,820,598 2,663,664

負債合計 6,389,694 6,202,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 759,755 759,755

資本剰余金 1,591,242 1,591,242

利益剰余金 2,055,668 2,223,516

自己株式 △174,508 △174,508

株主資本合計 4,232,159 4,400,006

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,943 335

その他の包括利益累計額合計 3,943 335

新株予約権 － 1,084

純資産合計 4,236,102 4,401,426

負債純資産合計 10,625,796 10,604,200
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 11,151,967 12,317,646

売上原価 8,448,444 9,259,514

売上総利益 2,703,522 3,058,132

販売費及び一般管理費 2,468,591 2,669,293

営業利益 234,930 388,838

営業外収益   

受取利息 1,488 1,792

受取配当金 1,119 1,101

業務受託手数料 2,486 2,339

物品売却益 1,335 3,109

その他 7,098 6,368

営業外収益合計 13,528 14,711

営業外費用   

支払利息 26,222 24,568

その他 1,260 229

営業外費用合計 27,482 24,798

経常利益 220,976 378,751

特別利益   

受取補償金 － 11,858

特別利益合計 － 11,858

特別損失   

投資有価証券評価損 2,193 －

不動産取得税等 － 6,291

特別損失合計 2,193 6,291

税金等調整前四半期純利益 218,783 384,319

法人税、住民税及び事業税 92,289 154,230

法人税等合計 92,289 154,230

少数株主損益調整前四半期純利益 126,494 230,088

四半期純利益 126,494 230,088
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 126,494 230,088

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,818 △3,607

その他の包括利益合計 △2,818 △3,607

四半期包括利益 123,675 226,481

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 123,675 226,481

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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30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 218,783 384,319

減価償却費 133,160 134,598

株式報酬費用 － 1,084

引当金の増減額（△は減少） △258 422

受取利息及び受取配当金 △2,608 △2,894

支払利息 26,222 24,568

投資有価証券評価損益（△は益） 2,193 －

売上債権の増減額（△は増加） △291,506 69,122

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,114 18,330

仕入債務の増減額（△は減少） 224,484 △117,868

その他 130,675 △10,441

小計 424,031 501,242

利息及び配当金の受取額 2,359 2,562

利息の支払額 △26,537 △24,761

法人税等の支払額 △11,706 △225,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,146 253,746

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △38,112 △59,405

定期預金の払戻による収入 60,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 △182,417 △678,943

無形固定資産の取得による支出 △8,502 △3,159

投資有価証券の取得による支出 △93,730 △3,172

その他 △9,024 △11,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,786 △606,670

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） △15,000 175,001

長期借入れによる収入 200,000 320,000

長期借入金の返済による支出 △170,439 △439,084

リース債務の返済による支出 △18,684 △19,201

配当金の支払額 △72,982 △61,653

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,105 △24,938

現金及び現金同等物に係る換算差額 △637 △544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,617 △378,407

現金及び現金同等物の期首残高 1,776,279 1,937,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,814,897 1,559,091
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 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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(注)  当社は平成24年４月１日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。前連結会

計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり四半期純利益金額及び潜

在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

  

４．補足情報

（１）最近における四半期毎の業績推移

平成25年３月期（連結）   （単位：千円）

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 6,088,092 6,229,554  

営業利益 170,203 218,634  

経常利益 165,327 213,424  

四半期純利益 105,189 124,899  

１株当たり四半期純利益 35.91円 42.64円  

潜在株式調整後
35.51円 42.22円  

１株当たり四半期純利益

総資産 10,304,148 10,604,200  

純資産 4,275,849 4,401,426  

１株当たり純資産 1,459.83円 1,502.71円  

平成24年３月期（連結）   （単位：千円）

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 5,304,043 5,847,923 6,104,005 5,936,622

営業利益 145,405 89,525 256,052 125,166

経常利益 139,339 81,637 249,203 119,528

四半期純利益 78,352 48,141 139,728 30,874

１株当たり四半期純利益(注) 26.75円 16.44円 47.71円 10.54円

潜在株式調整後
26.68円 16.38円 47.52円 10.42円

１株当たり四半期純利益(注)

総資産 9,680,032 9,922,189 10,717,549 10,625,796

純資産 4,073,190 4,117,595 4,258,843 4,236,102

１株当たり純資産(注) 1,390.64円 1,405.80円 1,454.03円 1,446.26円
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（２）部門別の状況

  

平成24年３月期 平成25年３月期

比較増減 比較増減
第２四半期 第２四半期

(自 平成23年４月１日) (自 平成24年４月１日)

(至 平成23年９月30日) (至 平成24年９月30日)

  金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) (千円) (％)

カット野菜部門    

 売上高 3,553,699 31.9 3,889,037 31.6 335,337 9.4 

 仕入高 1,597,507 21.6 1,749,208 22.0 151,700 9.5

ホール野菜部門    

 売上高 6,173,178 55.4 6,949,028 56.4 775,850 12.6

 仕入高 4,562,567 61.8 4,988,062 62.6 425,495 9.3 

その他部門    

 売上高 1,425,088 12.8 1,479,580 12.0 54,491 3.8

 仕入高 1,226,262 16.6 1,229,008 15.4 2,746 0.2

合  計    

 売上高 11,151,967 100.0 12,317,646 100.0 1,165,679 10.5

 仕入高 7,386,337 100.0 7,966,279 100.0 579,942 7.9 
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