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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 7,352 △8.9 93 △59.1 20 △87.0 △9 ―
24年3月期第3四半期 8,072 △1.6 227 21.8 159 42.1 71 506.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △5百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 98百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △0.81 ―
24年3月期第3四半期 6.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 10,878 3,463 31.8
24年3月期 10,511 3,553 33.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,463百万円 24年3月期  3,553百万円

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  
 

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
25年3月期 ― 3.50 ―
25年3月期（予想） 3.50 7.00

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 10,135 △3.7 249 △19.4 154 △28.4 50 △46.8 4.22



(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 

（注）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、四半期決算短信（添付資料）２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） 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビューが実施中です。  

※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、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。なお、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「１.当四半期決算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」をご覧ください。  

※  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3Q 11,856,669 株 24年3月期 11,856,669 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,420 株 24年3月期 912 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 11,855,059 株 24年3月期3Q 11,067,996 株
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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 

おかげさまで、当社は今年度、創立から３５周年を迎えました。当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済

は、海外の景気減速等の影響もあり、企業の生産活動や設備投資の勢いは弱く、国内の景気回復も低迷した状態が

続いております。 

当社グループはこのような経済環境の中、「お客さまの健康を第一義に考え、安全で安心のできる美味しい食材を

お届けする」という経営理念のもと、感謝の気持ちを持ち続け、お客さまに満足をしていただけるようにと努めて

まいりましたが、国内消費の低迷など節約志向の影響を受けました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は73億52百万円（前年同四半期比91.1％）になりました。売上高

の内訳は、メニュー商品が67億14百万円（前年同四半期比90.6％）、特売商品は６億37百万円（前年同四半期比97.0％）

であります。 

なお、当第３四半期は、ご家庭内での食事の楽しさを味わっていただきたく、料理点数を増やすなど食材のボリ

ュームアップに努めました。また、お客さまの継続と新規客の増大を目的として、一定以上ご注文されたお客さま

へ牛肉などのプレゼントや割引サービスをそれぞれ実施しました。季節の特売企画としては、秋のうまいもの特集

を始め、クリスマス、おせち料理の販売を実施しました。 

今後につきましては、売上増加策として、新規客の増加や１顧客当りの注文内容が増える目的で、３５周年特別

サービスポイントを付けた特別メニューの販売を２月から行うことにしました。また、社内教育にも力を入れます。

その為に行動基準を次のとおり定めました。１.安全・安心 ２.接客 ３.材料、メニューの良さの３原則です。ま

た、お客さまの視点に立ったご提案を各種実施するとともに、全社員が一丸となり、経営に専念してまいる所存で

す。 

一方、販売費及び一般管理費については、配達及び拡販方法の効率化に伴う経費改善効果もあり、前年同四半期

に比べ１億89百万円改善しました。 

以上により、利益については、20百万円の経常利益（前年同四半期比13.0％）になり、四半期純損失は９百万円

（前年同四半期は71百万円の四半期純利益）になりました。 

 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産の部では、前連結会計年度末に比べ３億67百万円増加の108億78百万円になりました。その主な要因は、投資

その他の資産が１億97百万円減少しましたが、現金及び預金が４億73百万円、土地が82百万円増加したこと等によ

るものであります。 

負債の部では、前連結会計年度末に比べ４億56百万円増加の74億15百万円になりました。その主な要因は、長期

借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が87百万円、未払法人税等が83百万円減少しましたが、短期借入金

が５億60百万円、支払手形及び買掛金が１億43百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産の部では、前連結会計年度末に比べ89百万円減少の34億63百万円になりました。その主な要因は、利益剰

余金が92百万円減少したこと等によるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの連結業績予想については、平成24年10月31日に公表しました予想数値に変更はありません。 

 

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 
該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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、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

更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

㈱ショクブン（9969）　平成25年３月期第３四半期決算短信

―2―



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,612,068 2,085,179

受取手形及び売掛金 15,485 23,101

原材料及び貯蔵品 106,461 119,999

繰延税金資産 54,240 56,638

その他 30,020 39,896

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,818,154 2,324,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,490,522 1,455,164

土地 5,850,506 5,933,295

その他（純額） 233,686 234,337

有形固定資産合計 7,574,715 7,622,796

無形固定資産 44,621 54,915

投資その他の資産   

投資有価証券 356,224 360,169

繰延税金資産 20,396 23,345

その他 728,583 523,874

貸倒引当金 △31,075 △31,075

投資その他の資産合計 1,074,129 876,313

固定資産合計 8,693,466 8,554,025

資産合計 10,511,621 10,878,718

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 401,380 545,270

短期借入金 590,000 1,150,000

1年内返済予定の長期借入金 1,351,526 1,243,375

未払法人税等 92,961 9,593

賞与引当金 86,000 25,900

その他 539,386 528,729

流動負債合計 3,061,253 3,502,868

固定負債   

社債 167,000 139,000

長期借入金 3,575,052 3,595,877

退職給付引当金 13,913 29,219

資産除去債務 22,699 23,065

その他 118,614 125,246

固定負債合計 3,897,279 3,912,409

負債合計 6,958,532 7,415,277
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金 1,488,147 1,488,147

利益剰余金 883,582 790,947

自己株式 △502 △1,189

株主資本合計 3,519,238 3,425,915

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,849 37,524

その他の包括利益累計額合計 33,849 37,524

純資産合計 3,553,088 3,463,440

負債純資産合計 10,511,621 10,878,718
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,072,034 7,352,262

売上原価 4,693,718 4,298,313

売上総利益 3,378,316 3,053,948

販売費及び一般管理費 3,150,396 2,960,621

営業利益 227,919 93,326

営業外収益   

受取利息 7,464 6,257

受取配当金 5,706 6,480

受取手数料 6,824 2,573

受取賃貸料 4,423 4,228

その他 2,384 1,719

営業外収益合計 26,802 21,257

営業外費用   

支払利息 88,818 86,135

投資有価証券運用損 2,100 4,436

その他 4,641 3,385

営業外費用合計 95,561 93,956

経常利益 159,160 20,627

税金等調整前四半期純利益 159,160 20,627

法人税、住民税及び事業税 66,639 37,623

法人税等調整額 21,192 △7,347

法人税等合計 87,831 30,275

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

71,329 △9,647

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,329 △9,647
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

71,329 △9,647

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27,627 3,674

その他の包括利益合計 27,627 3,674

四半期包括利益 98,956 △5,972

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,956 △5,972
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。  

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
該当事項はありません。  
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