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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） 

（注） 平成23年３月期第３四半期は連結財務諸表を作成していないため、対前年同四半期増減については記載しておりません。 

(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 21,724 4.5 356 10.9 364 11.5 223 163.9
24年3月期第3四半期 20,795 ― 321 ― 326 ― 84 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 246百万円 （413.6％） 24年3月期第3四半期 47百万円 （―％）

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 70.93 ―

24年3月期第3四半期 26.88 ―

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

25年3月期第3四半期 8,451 1,578 18.7 501.16
24年3月期 7,410 1,481 19.4 457.14

（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  1,578百万円 24年3月期  1,439百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 30.00 30.00

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 28,000 5.9 360 △18.1 360 △18.8 210 32.5 66.67



(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
半期レビュー手続が実施中です。 

※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。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Ｐ．３「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」をご覧下さい。 

※  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 3,150,000 株 24年3月期 3,150,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 136 株 24年3月期 82 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 3,149,907 株 24年3月期3Q 3,149,957 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を中心とした国内需要が牽引し、緩やかながら

回復傾向にありましたが、欧州債務危機や中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化による海外景気の下振れ懸念

材料から、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 食品飲料業界におきましては、低価格・節約志向が定着した消費者の購買意欲は持ち直しつつあるものの、今後

の景気回復への不安材料から個人消費は引き続き低調に推移いたしました。一方、食の安全・安心に対する社会的

関心は引き続き高く、品質管理体制のより一層の強化が要求されるなど、企業の経営環境は厳しい状況が続いてお

ります。 

 このような状況下、当社グループは、「お客様に十分ご満足のゆく商品・サービスの提供」を品質方針として、

安心かつ安定的な食品原料及び資材の供給を継続し、サービスの向上に努める一方、付加価値の高い新規商品の提

案を積極的に行うなど、取扱品目の増加や取引先の拡大に努めてまいりました。これらの活動に加えて、猛暑の影

響を受け、清涼飲料やアイスクリームなど夏場向け商品が好調に推移したこともあり、売上高が伸張し、利益面に

おいても前年同期を上回りました。 

 また、品質管理体制や商品開発の一層の強化と経営効率向上のため、平成24年７月に㈱サンオーネストを完全子

会社化し、グローバル展開を加速するため、平成24年８月に米国の会社を買収し、同年12月にはO'will（Asia）

Holdings Pte.Ltd.の資本を増強し、食を中心にグローバルに展開する複合機能商社としての事業拡大を図ってま

いりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業利益は

千円（前年同期比 ％増）、経常利益は 千円（前年同期比 ％増）、四半期純利益は 千円（前

年同期比 ％増）となりました。 

  

 セグメント別の状況は次のとおりであります。 

＜卸売事業＞ 

 飲料市場においては、国内市場が飽和状態であることから企業再編やグローバル展開が加速し、企業間の競争

は激化しております。このような状況下、当社グループは、取引先のニーズに応えるべく、国内外から原料資材

の確保に努め、安定供給体制を維持する一方、取引先の拡大や利益率改善に努めてまいりました。当期は、前年

同期の震災の影響による需要の剥落により、ビタミン類、殺菌乳、マンゴーピューレの販売数量は減少したもの

の、猛暑の影響や飲料メーカーの新商品の製造増加に伴い、糖類や機能性食材、果肉缶詰が好調に推移いたしま

した。また、前年は放射能検査等により低迷していた欧米向けの経皮吸収剤（パップ剤）の輸出が復調したこと

もあり、売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

＜製造販売事業＞ 

 安心で安全な商品をお客様にお届けするために、品質管理面の強化に注力する一方、ＮＢ商品の強化を図るた

め、原材料にこだわった「やさしいあいすくりーむ」のバリエーションを増やし、販売チャネル拡販に努めてま

いりました。加えて、お客様のニーズに合わせたＰＢ商品の販売を積極的に行い取引先が拡大し、また、夏場の

ギフト商品が好調に推移し販売数量が増加したことにより、売上高は 千円（前年同期比 ％増）となり

ました。 

＜その他＞ 

 その他において、コンビニエンス事業では、店舗運営の効率化や経費削減に努め、前年同期に比べ店舗数が１

店舗増加したこともあり、収益力が改善し、売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

（注）セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となり

ました。主な要因は、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。また、当第３四半期連結

会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。主な要因は、

投資その他の資産の増加によるものであります。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 千円増加の

千円となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

21,724,074 4.5 356,555

10.9 364,587 11.5 223,411

163.9

21,235,228 4.3

378,483 17.4

570,523 23.8

954,075 7,527,297

87,642 924,645

1,041,717 8,451,942
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② 負債の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円になり

ました。主な要因は、買掛金の増加によるものであります。また、当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前

連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。主な要因は、長期借入金の増加によるもの

であります。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円

となりました。 

  

③ 純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりま

した。主な要因は利益剰余金の増加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 

  年末に誕生した新政権による金融緩和政策拡大の期待から円安・株価上昇の兆しも見られ、国内経済回復への期

待感も膨らんでおりますが、消費マインドや個人消費の大幅な改善には時間を要し、先行き不透明な状況は依然と

して続いております。当社グループは、食品原料・資材の確保に努め、安定供給を図るとともに、拡販に努めてお

りますが、急激な円安や原材料高騰の影響を受け仕入単価は上昇傾向にあり、また、消費者の低価格志向は続いて

いることから販売単価は低下し、厳しい経営環境となっております。したがいまして、連結業績予想につきまして

は、平成24年５月14日に発表いたしました数値は変更いたしません。 

   

   

（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 

（減価償却方法の変更） 

 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方法に変更しております。 

 これによる当第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。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

672,677 6,194,552

272,268 678,817

944,946 6,873,370

96,771 1,578,571

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,182,775 1,730,228 

受取手形及び売掛金 4,026,719 4,438,527 

商品及び製品 720,782 769,885 

未着商品 332,992 301,177 

原材料及び貯蔵品 14,663 13,819 

未収入金 226,463 154,024 

繰延税金資産 31,652 14,816 

その他 42,702 109,646 

貸倒引当金 △5,530 △4,830 

流動資産合計 6,573,221 7,527,297 

固定資産   

有形固定資産 340,720 334,290 

無形固定資産 6,519 42,260 

投資その他の資産 489,763 548,095 

固定資産合計 837,003 924,645 

資産合計 7,410,224 8,451,942 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,571,060 5,320,745 

1年内返済予定の長期借入金 128,772 228,348 

未払金 574,707 509,619 

未払法人税等 153,466 744 

賞与引当金 40,881 24,000 

その他 52,987 111,094 

流動負債合計 5,521,875 6,194,552 

固定負債   

長期借入金 345,897 621,452 

資産除去債務 4,928 4,991 

その他 55,724 52,374 

固定負債合計 406,549 678,817 

負債合計 5,928,424 6,873,370 
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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 363,387 363,387 

資本剰余金 288,387 288,387 

利益剰余金 811,165 937,852 

自己株式 △40 △71 

株主資本合計 1,462,899 1,589,555 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △25,776 △16,627 

繰延ヘッジ損益 2,838 2,506 

為替換算調整勘定 － 3,137 

その他の包括利益累計額合計 △22,938 △10,984 

少数株主持分 41,839 － 

純資産合計 1,481,800 1,578,571 

負債純資産合計 7,410,224 8,451,942 
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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 20,795,151 21,724,074 

売上原価 19,161,141 19,890,256 

売上総利益 1,634,010 1,833,817 

販売費及び一般管理費 1,312,605 1,477,261 

営業利益 321,405 356,555 

営業外収益   

受取利息 38 93 

受取配当金 4,431 4,099 

為替差益 312 7,734 

受取手数料 4,971 4,971 

受取補償金 5,052 3,755 

貸倒引当金戻入額 － 1,106 

その他 4,068 2,181 

営業外収益合計 18,875 23,941 

営業外費用   

支払利息 8,539 8,901 

支払補償費 4,147 6,592 

その他 634 416 

営業外費用合計 13,321 15,909 

経常利益 326,958 364,587 

特別利益   

固定資産売却益 － 3,133 

負ののれん発生益 － 12,730 

店舗改装支援金 3,000 － 

その他 56 － 

特別利益合計 3,056 15,864 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 83,045 － 

クレーム補償費 75,911 － 

訴訟関連損失 － 35,857 

その他 5,334 － 

特別損失合計 164,291 35,857 

税金等調整前四半期純利益 165,723 344,594 

法人税、住民税及び事業税 118,088 92,804 

法人税等調整額 △23,250 17,487 

法人税等合計 94,838 110,292 

少数株主損益調整前四半期純利益 70,885 234,302 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,787 10,890 

四半期純利益 84,672 223,411 
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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 70,885 234,302 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,241 9,149 

繰延ヘッジ損益 △8,701 △332 

為替換算調整勘定 － 3,137 

その他の包括利益合計 △22,942 11,954 

四半期包括利益 47,942 246,256 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 61,730 235,366 

少数株主に係る四半期包括利益 △13,787 10,890 
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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り、コンビニエンスストア小

売業を営んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 千円は、セグメント間取引消去

千円であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っており

ます。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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り、コンビニエンスストア小

売業を営んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額千円は、セグメント間取引消去千円であります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント  
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

卸売事業 
製造販売 

事業  
計 

売上高               

外部顧客への売上高  20,236,693  97,574  20,334,268  460,883  20,795,151  －  20,795,151

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 124,943  224,877  349,821  －  349,821  △349,821  －

計  20,361,637  322,452  20,684,089  460,883  21,144,973  △349,821  20,795,151

セグメント利益又は

セグメント損失

（△） 

 352,166  △14,679  337,486  △1,485  336,001  △14,596  321,405

△14,596 △14,596

  （単位：千円）

  

報告セグメント  
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

卸売事業 
製造販売 

事業  
計 

売上高               

外部顧客への売上高  21,062,712  90,838  21,153,550  570,523  21,724,074  －  21,724,074

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 172,516  287,645  460,161  －  460,161  △460,161  －

計  21,235,228  378,483  21,613,712  570,523  22,184,235  △460,161  21,724,074

セグメント利益又は

セグメント損失

（△） 

 339,305  21,634  360,939  △5,265  355,674  881  356,555
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２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 千円は、セグメント間取引消去 千円であり

ます。 

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っており

ます。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれんの発生益） 

 当第３四半期連結累計期間において、連結子会社である㈱サンオーネストの発行済株式を追加取得した

ことにより、連結損益計算書において12,730千円の「負ののれん発生益」（特別利益）を製造販売事業で

計上しております。  

   

   

881 881
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