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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 313,576 5.1 3,718 10.8 4,130 14.9 1,089 △40.2
24年3月期 298,418 8.2 3,354 0.5 3,595 2.4 1,822 △13.8

（注）包括利益 25年3月期 1,842百万円 （△19.3％） 24年3月期 2,283百万円 （48.3％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 53.96 ― 3.7 3.9 1.2
24年3月期 90.28 ― 6.5 3.7 1.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  14百万円 24年3月期  9百万円

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 108,266 31,922 28.3 1,515.75
24年3月期 103,020 30,288 28.2 1,437.52

（参考） 自己資本   25年3月期  30,595百万円 24年3月期  29,016百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 2,639 △4,171 △283 9,392
24年3月期 4,524 △2,758 △1,626 11,120

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 202 11.1 0.7
25年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 202 18.5 0.7
26年3月期(予想) ― ― ― 10.00 10.00 11.2

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 160,000 3.7 1,800 12.6 2,000 11.0 800 △1.3 39.63
通期 330,000 5.2 4,000 7.6 4,200 1.7 1,800 65.3 89.18



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．20「３．連結財務諸表 （７）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 20,519,212 株 24年3月期 20,519,212 株
② 期末自己株式数 25年3月期 334,628 株 24年3月期 334,126 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 20,184,817 株 24年3月期 20,185,331 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 273,801 4.3 3,385 5.7 3,792 11.0 973 △45.7
24年3月期 262,408 7.6 3,203 3.9 3,417 5.5 1,793 △4.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 48.20 ―
24年3月期 88.79 ―

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 97,530 28,681 29.4 1,420.53
24年3月期 93,424 27,227 29.1 1,348.48

（参考） 自己資本 25年3月期  28,681百万円 24年3月期  27,227百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
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、 
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、決算短信 [添付資料] Ｐ．2 「１．経営成績・財政状態に関する分析 
（1）経営成績に関する分析」 をご覧ください。 
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１． 経営成績・財政状態に関する分析 

 

（１）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における我が国経済は、東日本大震災の復興需要などを背景に個人消費や企業の

生産活動に緩やかながら回復の兆しが見られたものの、欧州の金融不安、アジア経済の成長鈍化、長

期化するデフレなどの影響により先行きが不透明な状況で推移してまいりました。しかし、昨年末の政権

交代以降、新政権による金融・財政政策および成長戦略への期待に伴う円高の修正や株式市場の上

昇により、景気回復への期待感が高まってまいりました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、雇用・所得環境の大幅な改善が見ら

れず、電気料金値上げ、消費税増税など先行き不安な状況が継続し、消費者の生活防衛意識と低価格

志向が続く中、オーバーストアなどに起因する激しい価格競争の中で、生き残りをかけた機能充実とロー

コスト競争がさらに厳しくなってまいりました。 

 このような環境の下、当企業グループは、連結子会社 17 社と持分法適用関連会社１社を含め、物流を

伴う現物問屋として、情報・物流・リテールサポート・品揃え・品質管理などの各機能を充実させた提案を

行い、関連各部門の連携強化による総合力を活かした商流の構築と共同配送事業の拡大に努めてまい

りました。 

 また、新規取引先の獲得や既存取引先でのシェアーアップに一段と努力いたしました結果、売上高は            

3,135 億 76 百万円（前年同期比 5.1％増）となり、151 億 58 百万円の増収となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレーショ

ンの追求による経費の節減に努力いたしました結果、営業利益は 37 億 18 百万円（前年同期比 10.8％

増）となり３億 63 百万円の増益、経常利益は 41 億 30 百万円（前年同期比 14.9％増）となり５億 35 百万

円の増益、当期純利益はのれん償却額等を特別損失に計上していることから10億89百万円（前年同期

比 40.2％減）となり７億 33 百万円の減益となりました。 

 なおセグメント別の業績は次のとおりであります。 

 

（食品関連事業） 

加工食品関連では、節約志向や低価格志向が根強く厳しい環境の中、お得意先様の売上拡大に寄

与する提案活動に力を入れ取り組んでまいりました。また、子会社の株式会社サンエー２１の機能を活か

し、地場小売業様との取り組みを強化する一方、関東を基盤とするマルゼン商事株式会社を子会社化し、

一昨年子会社化した関西のカネトミ商事株式会社とともに新商圏への基盤づくりを進めてまいりました。 

物流においては、物流拠点の在庫集約による全体在庫の効率化、配車シミュレーションシステム活用

による配送の効率化、さらには音声認識による物流仕分システムの導入や倉庫内作業の改善活動の継

続推進により物流機能の充実を図ってまいりました。 

生鮮食品関連では、集中豪雨や天候不順による青果物価格の高騰、不漁や原料高、若年層の魚離

れによる水産物の消費減、穀物相場変動による畜産物価格の競争激化などにより販売し難い状況が続
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きました。このような環境の下、安心・安全で付加価値の高い食材・商品の安定供給と高品質でローコス

トな物流サービス提供のため、商品開発・品質管理・物流スタッフの強化と機能性の高い仕組・体制づく

りに努めてまいりました。 

酒類関連では、低価格志向が強まり酒類市場の売上減少が続く中、ウィスキー、ハイボール類、缶チ

ューハイ、梅酒など健康志向の低カロリー商品、ビール風味のノンアルコール商品などの消費が増加す

るなど売れ筋商品の変化が続いております。そうした環境の下、九州の地場卸の機能を活かして当社の

柱として取り組んでおります本格焼酎では、各地で試飲会を開催するとともに、焼酎情報機能としてのホ

ームページ「焼酎紀行」、ネット通販「焼酎紀行どっとねっと」の充実を図り、「焼酎のヤマエ」として本格焼

酎の全国的な市場拡大に努めてまいりました。その結果、業界全体では本格焼酎の売上が前年並みの

中、当企業グループの本格焼酎の売上は前期比増となりました。さらに高収益商品として、回復が見ら

れる地方清酒と輸入ワインのチャネル開拓を行い、拡売を図ってまいりました｡ 

この結果、売上高は 2,136 億 22 百万円（前年同期比 4.5％増）となり、セグメント利益は 26 億円（前年

同期比 9.7％減）となりました。 

 

（糖粉・飼料畜産関連事業） 

糖粉関連では、消費が依然として低迷し競争の激化で売上の維持が難しい中、優良お得意先様への

拡販や新規取引先の獲得、新商材の拡販に力を注ぐとともに、小麦粉、砂糖などの主力商品に加え米

穀の売上拡大を図ってまいりました。また、海外穀物相場の上昇に伴う価格調整や経費節減に積極的

に取り組んで、利益の拡大にも努めてまいりました。さらに、各メーカーと連携して安心・安全な商品を適

正価格で安定供給することに努力してまいりました。 

飼料畜産関連では、主力商品の配合飼料の価格が、主原料のトウモロコシ・大豆粕などの穀物相場

高騰の影響で大幅値上げとなりました。畜産物については、鶏卵相場の価格が回復しましたが肉豚相場

の価格は消費低迷により安値で推移しました。このような環境の下、お得意先様の技術支援、販売支援

などの機能を発揮し、南九州を中心に配合飼料の既存取引先のシェアーアップや新規取引先の獲得が

出来ました。また、集荷豚の取り扱いが増加して売上に貢献しました。九州管内で豚・牛用飼料、関西地

区で養鶏用飼料、関東・北海道地区で豚用飼料の売上拡大を図ってまいりました。 

この結果、売上高は 654 億 83 百万円（前年同期比 1.8％増）となり、セグメント利益は 11 億 82 百万円

（前年同期比 5.6％増）となりました。 

 

（住宅・不動産関連事業） 

住宅関連では、低金利の持続や政府の住宅取得支援策の下支え効果もあり、全国新設住宅着工戸

数は回復傾向が持続しております。このような環境の下、当社が西日本地区の総代理店として取り組ん

でおります「通気断熱 WB 工法」の新規会員募集、推進強化のためのトータル提案を行い、さらには大手

ホームビルダーとの取り組み強化、プレカットを中心とした関連商材販売、太陽光発電システムなどの環

境対応商材や省エネ関連商材、リフォーム向け商材などの拡販にも努めてまいりました。また、中国地区

での商圏拡大を目的に山陽事業所の新設や「地域型住宅ブランド化事業」グループの採択を受け、会
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員各社様との連携強化を図り、情報収集やサポート体制の確立を図るなど新たな取り組みも始めまし

た。 

賃貸事業では、福岡地区においては、テナント企業の前向きな移転、館内増床などの動きが見られ、

空室在庫の解消が進んでまいりました。しかし、コストを重視した移転の動きが多く見られ、新築・既存ビ

ルを問わず誘致に際しては誘致先企業様の要望に対し柔軟に対応する動きが続いております。このよう

な環境の下、「安全・安心・快適」をモットーにビル管理を充実させ、テナントビルの入居者確保に努めて

まいりました。 

この結果、売上高は 195 億 24 百万円（前年同期比 12.3％増）となり、セグメント利益は 10 億 28 百万

円（前年同期比 94.4％増）となりました。 

 

（その他） 

運送事業では、全体的な貨物輸送量は回復傾向にありますが、同業者間での激しい価格競争が続き、

燃料の軽油価格も高値で推移しております。このような環境の下、新規荷主の獲得に努力するとともに、

物流品質の向上、環境・省エネ対策としてハイブリット車の導入、安全管理体制の再点検などに積極的

に取り組んでまいりました。 

燃料関連では、原油価格の高騰と昨年末以降の円安により、石油製品価格は値上げ傾向が持続して

おります。一方で、ガソリン・軽油の需要は減少傾向にあり、価格競争が激化して厳しい経営環境が続い

ております。そうした中、販売力強化のため接客力向上ＣＩＳ（顧客感動満足）活動に取り組むとともに新

規取引先の獲得と経費節減にも積極的に取り組んでまいりました。また、新規事業としてメガソーラー事

業への参入準備を進めてまいりました。 

レンタカー事業では、国内の自動車保有台数が減少する中、当該事業の営業エリア（福岡・佐賀・長

崎・大分）でのレンタカーの車両台数は増加傾向にあり事業者数も急増しております。そうした環境の下、

新店舗開設や損保チャネルの専任担当を設けるなどしてシェアー拡大に努めるとともに、集客力アップ

のためホームページの機能を強化して売上拡大に取り組んでまいりました。 

情報処理サービス事業では、ドラッグストア向け店舗ネットワークシステム、自社開発の食品メーカー

向け生産管理システムパッケージソフトや流通 BMS ソフトの受注活動に努めてまいりました。 

この結果、事業収入および売上高は 149 億 47 百万円（前年同期比 21.0％増）となり、セグメント利益

は２億 14 百万円（前年同期比 51.5％増）となりました。 
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②次期の見通し 

今後の我が国経済は、昨年末以降の過度な円高の修正と株式市場の活性化などから消費者マインド

は持ち直しつつあり、景気回復に対する期待感が高まっています。しかし、一方では電力料金の値上げ、

原油価格の上昇、平成 26 年４月と平成 27 年 10 月に予定されている消費税増税などの不安要素や雇

用情勢の改善、個人所得の上昇に対する不透明感もあり、本格的な景気回復は先行き不透明な状況と

なっております。 

そうした環境の下、当企業グループは「お得意先様の繁栄なくして当企業グループの進展なし」の信

念のもと、基幹系システム PLISM の全面活用により、各種問屋機能の強化・充実に取り組むとともに、将

来を見据えた設備投資も積極的に行って、さらなる飛躍を目指してまいります。 

当企業グループの中核であります食品関連事業につきましては、部門間の連携強化およびローコスト

オペレーションの一環として、関連する組織から順次統合・再編を進めております。また、ＩＴ機器の活用

による高度な商流および物流システム、常温統合物流提案、さらにはお得意先様からメーカー様までを

カバーするネットワークを活用した商談・情報共有システムなどにより、サプライチェーン（メーカー様・当

企業グループ・小売業様）全体のコストダウンと最適化、各企業利益の最大化を今後も積極的に推し進

めてまいります。 

また、住宅関連事業におきましては、室内を快適な空間に保つ「通気断熱 WB 工法」と、高精度・低コ

ストで住宅建築の工期短縮を図れる「プレカット」の２本柱を提案機能とし、各メーカー様・お得意先様・

工務店様の組織化を図り、１棟当たりの納入率を引き上げるトータル提案・トータル受注に努めるとともに、

太陽光発電システムやオール電化商品などの環境対応商品の拡販にも積極的に取り組んでまいります。

以上のような方針の下、グループ一丸となって業績の向上に邁進する所存でございます。 

次期の見通しにつきましては、連結売上高 3,300 億円、連結営業利益 40 億円、連結経常利益 42 億

円、連結当期純利益 18 億円を見込んでおります。 
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 19 億 16 百万円増加し、643 億 48 百万円となりまし

た。これは主に、商品及び製品が 20 億 28 百万円、受取手形及び売掛金が７億 64 百万円増加し

たことによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 33 億 31 百万円増加し、439 億 19 百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券が 10 億 24 百万円、土地が８億 59 百万円増加したことによるもの

です。 

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて 52 億 46 百万円増加し、1,082 億 66 百万

円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 22 億 92 百万円増加し、644 億 37 百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が 31 億 27 百万円増加し、短期借入金が４億 18 百万円減

少したことによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて13億20百万円増加し、119億７百万円となりました。

これは主に、長期借入金が８億 12 百万円、退職給付引当金が３億 55 百万円増加したことによる

ものです。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 36 億 12 百万円増加し、763 億 44 百万円

となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 16 億 34 百万円増加し、319 億 22 百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金が８億 87 百万円、その他有価証券評価差額金が６億 92 百万円増

加したことによるものです。 

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて 78 円 23 銭増加し、1,515 円 75

銭となりました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の 28.2％から 28.3％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て 17 億 28 百万円減少し、当連結会計年度末には、93 億 92 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は 26 億 39 百万円（前連結会計年度比 41.7％減）となり、前連結

会計年度に比べて 18 億 85 百万円の収入の減少となりました。 

これは主に、仕入債務の増加額７億 31 百万円、退職給付引当金の増加額２億 71 百万円によ

るものであります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は 41 億 71 百万円（前連結会計年度比 51.2％増）となり、前連結

会計年度に比べて 14 億 13 百万円の支出の増加となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出 39 億 26 百万円、無形固定資産の取得による支

出３億 45 百万円によるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果支出した資金は２億 83 百万円（前連結会計年度比 82.6％減）となり、前連結

会計年度に比べて 13 億 43 百万円の支出の減少となりました。 

これは主に、短期借入金の純減少額６億 45 百万円、長期借入れによる収入 51 億円及び長期

借入金の返済による支出 41 億 76 百万円によるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 21 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25 年 3 月期

自己資本比率(%) 28.3 28.9 29.2 28.2 28.3

時価ベースの 

自己資本比率(%) 
17.8 18.4 20.6 19.5 17.7

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(%) 
936.1 606.9 837.8 387.6 677.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 
6.9 11.7 9.6 23.9 15.3

 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

(注２) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている負債を対

象としております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当企業グループは、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主様に対する利益配分を重要政

策の一つとして認識し、収益の向上に努め、安定した配当を継続することを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、経営基盤の充実強化と将来的な事業展開に充当する所存であります。 
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２． 経営方針      

                       

（１）会社の経営の基本方針 

当企業グループは、将来に亘り健全な発展を図るため、経営方針を次のように掲げ、業績の向上に 

努めてまいります。 

①売上拡大と適正利益の確保 

少子高齢化の進展と消費者の低価格志向および同業者間の競争が一段と激化する中、業績を維 

持することはとても困難な状況下ではありますが、当企業グループとして継続的な発展を図るため、売 

上拡大と適正利益の確保に全力で取り組んでまいります。 

そのために、既存店のシェアーアップと新規取引先の開拓、新商材・新規事業の開発育成に努め

るとともに、グループ企業の役割明確化と連携強化による相互補完や相乗効果を発揮して商圏の拡

大を推進し、情報の共有化・商品のフルライン化を図り、営業力のさらなる強化を推し進めてまいりま

す。 

②業務改革の強力推進  

お得意先様ならびにお取引先様に役立つ問屋機能のさらなる強化を図るため、基幹系システム 

PLISM の全面活用を軸に、全ての業務を全面的に見直して、業務改革の強力推進を図ってまいりま 

す。 

また、より合理的・戦略的な組織体制とするために組織の再編を推し進めるとともに、営業および物

流拠点の整備も積極的に行い、さらに経費節減キャンペーンの強化等を通じてローコストオペレーシ

ョンの推進を図ってまいります。 

③コンプライアンス体制の確立 

法令遵守の重要性を役職員全員が深く認識したうえで、コンプライアンス体制の確立を図り、法

令・社内規程・ルールを厳守してまいります。 

また、内部統制システムの高度化を図るとともに、健全堅実な経営により社会に信頼され続ける企

業で在るべく努力してまいります。 

④組織の活性化と人材育成、人間性の向上 

企業にとって、人材育成は最も重要な課題であります。各種の研修を実施して意欲的な人材の育

成に努めるとともに、何でも本音で話せる風通しの良い職場環境づくりを目指してまいります。また、

明るく、活き活き、伸び伸びと、常に目標にチャレンジする向上心と主体性を持った企業集団づくりを

行い、「企業は人なり」の具現化を実行してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

経営の主たる指標として、自己資本比率を使用しております。自己資本比率の向上は、当企業グル 

ープ全体の重要課題と認識し、自己資本の充実による安定的な経営を目指しております。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

①当企業グループは、九州で生まれ育ち、九州・沖縄に根ざした現物問屋として進んでまいりましたが、

まだ九州地区に深耕する余地は十分あると思われます。そのために、「情報機能」・「物流機能」・「リテ

ールサポート機能」・「品揃え機能」の強化を引き続き図ってまいります。 

②商圏の拡大策として、関東・関西・中国地区を視野に入れ、これらの地区でも引き続き事業の規模拡

大を図ってまいります。 

③お得意先様の物流に対するニーズにお応えするために、物流センターの新設や統廃合も含め、物流 

機能の充実をより一層進めてまいります。また、事業所についても部門間の連携強化やローコストオペ 

レーションの一環として再編を必要な地区から順次進めてまいります。 

④新商材の取り扱いや新規事業の開発育成に努めてまいります。 

⑤Ｍ＆Ａについては、今後も友好的なＭ＆Ａに限定して取り組んでまいります。 

⑥取扱商品には責任を持ち、どこで、どのように作られているかを確かめることで、品質管理の強化を図 

ってまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当企業グループは、自主独立経営を維持しながら成長を続けるため、業界の公共性を認識するととも

にお取引先様の繁栄を通して自社の維持・成長があるという経営理念の下に、お取引先様から支持・選

択される卸売業者としての機能拡充と環境変化への迅速な対処を実行し、事業計画を確実に達成する

ことを最重要課題として経営に取り組んでおります。 

①業務の高品質化と生産性向上のため、先端ＩＴシステム導入や新たなマネジメント手法を採り入れた営

業支援ツールの開発、お得意先様への提案営業を強化するための社員教育体制強化に努めてまい

ります。 

（イ）お得意先様に対する提案力を強化して提案・仮説検証型営業を展開するため、平成 21 年より社

内スクールを開校し、社員教育の充実を図ってまいりました。昨年度より、営業向けスーパーバイ

ザーコースと全従業員向けのＩＴコースを新設し、昨年度のスクール受講者数は 198 名でした。本

年度は既存 3 コースの内容充実と営業アシスタントコース、ＩＴ中級コースを新設し、社内スクール

の対象をグループ会社全体に拡大して、更なる社員教育の強化を図ってまいります。 

（ロ）提案・仮説検証型営業を展開するため、営業支援システム（セールスパートナー）にポータル機

能を追加して提案力を強化しました。今後は、売り場提案の更なる強化を目的に棚割システムの

刷新を図るとともに、営業エリアの木目細かな情報の収集・提供を継続し、関東・関西・中国地区

のエリア情報の収集強化を行ってまいります。 

（ハ）物流サービスの強化・生産性向上を目的に音声認識集品システムを導入し、業務精度向上と生

産性向上を図りました。併せて、物流現場の現場力向上と物流人材育成を目的にＹＫＳ（ヤマエ

改善活動）の拡充と拡大を図ってまいります。 

②卸売業界を取り巻く厳しい事業環境の中、企業価値向上を図るため、平成 15 年に業務改革委員会を

設置して組織体制・営業体制・業務プロセス・諸制度の改革に取り組み、営業力強化、物流品質の向
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上やローコストオペレーションの推進、決算早期化等の経営課題に対処してまいりました。今後も業務

改革委員会を継続し、更なる企業価値向上に向けて課題解決に取り組んでまいります。 

③自然災害、テロ、疾病等の緊急事態発生時の対応として、事業資産の被害を最小化し、社会性の高

い中核事業に対する事業継続や早期の事業復旧を可能とするＢＣＰ（事業継続計画）の策定が重要

な課題であると認識しております。今後はお取引先様のＢＣＰに対する要望を収集するとともに具体的

な計画策定に着手してまいります。 
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３．連結財務諸表 
 （１）連結貸借対照表 

(単位：百万円未満四捨五入)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,176 9,669

受取手形及び売掛金 39,723 40,487

商品及び製品 6,375 8,403

仕掛品 9 10

原材料及び貯蔵品 262 256

未収入金 4,834 5,496

繰延税金資産 1,016 845

その他 382 209

貸倒引当金 △1,346 △1,028

流動資産合計 62,432 64,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,609 30,329

減価償却累計額 △19,303 △19,237

建物及び構築物（純額） 11,305 11,092

機械装置及び運搬具 2,319 2,485

減価償却累計額 △1,824 △1,950

機械装置及び運搬具（純額） 495 535

工具、器具及び備品 1,712 1,183

減価償却累計額 △1,368 △975

工具、器具及び備品（純額） 344 208

土地 18,384 19,243

リース資産 1,453 1,695

減価償却累計額 △556 △807

リース資産（純額） 898 889

建設仮勘定 7 2,030

有形固定資産合計 31,433 33,998

無形固定資産   

ソフトウエア 281 601

その他 1,130 238

無形固定資産合計 1,410 840

投資その他の資産   

投資有価証券 6,160 7,185

長期貸付金 111 76

繰延税金資産 83 88

その他 1,666 2,476

貸倒引当金 △276 △743

投資その他の資産合計 7,745 9,081

固定資産合計 40,588 43,919

資産合計 103,020 108,266
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(単位：百万円未満四捨五入)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,245 42,372

短期借入金 10,522 10,104

リース債務 337 359

未払金 6,074 6,296

未払法人税等 1,136 858

未払消費税等 304 126

賞与引当金 748 751

役員賞与引当金 15 17

その他 3,764 3,554

流動負債合計 62,144 64,437

固定負債   

長期借入金 4,824 5,636

リース債務 654 618

繰延税金負債 1,164 1,398

退職給付引当金 1,587 1,943

役員退職慰労引当金 303 276

その他 2,054 2,036

固定負債合計 10,587 11,907

負債合計 72,732 76,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,026 1,026

資本剰余金 946 946

利益剰余金 25,497 26,384

自己株式 △343 △344

株主資本合計 27,126 28,012

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,891 2,582

その他の包括利益累計額合計 1,891 2,582

少数株主持分 1,272 1,328

純資産合計 30,288 31,922

負債純資産合計 103,020 108,266
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 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
  （連結損益計算書） 

（単位：百万円未満四捨五入）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 298,418 313,576

売上原価 273,616 287,090

売上総利益 24,803 26,486

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 4,951 5,239

荷造運搬費 7,114 7,646

その他 9,383 9,884

販売費及び一般管理費合計 21,448 22,768

営業利益 3,354 3,718

営業外収益   

受取利息及び配当金 130 129

持分法による投資利益 9 14

その他 404 586

営業外収益合計 543 729

営業外費用   

支払利息 182 168

その他 120 149

営業外費用合計 302 316

経常利益 3,595 4,130

特別利益   

固定資産売却益 15 8

投資有価証券売却益 2 35

国庫補助金 9 －

受取保険金 96 －

特別利益合計 122 44

特別損失   

固定資産除売却損 49 59

固定資産圧縮損 9 －

減損損失 11 51

投資有価証券評価損 1 236

投資有価証券売却損 1 －

関係会社株式評価損 － 53

のれん償却額 － 781

その他 － 3

特別損失合計 70 1,183

税金等調整前当期純利益 3,646 2,991

法人税、住民税及び事業税 1,965 1,802

法人税等調整額 △144 38

法人税等合計 1,822 1,841

少数株主損益調整前当期純利益 1,825 1,150

少数株主利益 2 61

当期純利益 1,822 1,089
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  （連結包括利益計算書） 

（単位：百万円未満四捨五入）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,825 1,150

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 457 688

持分法適用会社に対する持分相当額 2 3

その他の包括利益合計 458 692

包括利益 2,283 1,842

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,281 1,781

少数株主に係る包括利益 2 61
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 （３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円未満四捨五入）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,026 1,026

当期末残高 1,026 1,026

資本剰余金   

当期首残高 946 946

当期末残高 946 946

利益剰余金   

当期首残高 23,876 25,497

当期変動額   

剰余金の配当 △202 △202

当期純利益 1,822 1,089

当期変動額合計 1,621 887

当期末残高 25,497 26,384

自己株式   

当期首残高 △343 △343

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △343 △344

株主資本合計   

当期首残高 25,506 27,126

当期変動額   

剰余金の配当 △202 △202

当期純利益 1,822 1,089

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 1,620 887

当期末残高 27,126 28,012

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,432 1,891

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 458 692

当期変動額合計 458 692

当期末残高 1,891 2,582

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,432 1,891

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 458 692

当期変動額合計 458 692

当期末残高 1,891 2,582
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（単位：百万円未満四捨五入）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成25年３月31日) 

少数株主持分   

当期首残高 1,250 1,272

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 56

当期変動額合計 22 56

当期末残高 1,272 1,328

純資産合計   

当期首残高 28,188 30,288

当期変動額   

剰余金の配当 △202 △202

当期純利益 1,822 1,089

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 481 747

当期変動額合計 2,101 1,634

当期末残高 30,288 31,922
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円未満四捨五入)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,646 2,991

減価償却費 1,549 1,620

減損損失 11 51

のれん償却額 122 906

貸倒引当金の増減額（△は減少） 252 62

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 251 271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 31 △27

受取利息及び受取配当金 △130 △129

支払利息 182 168

固定資産除売却損益（△は益） 34 51

国庫補助金 △9 －

固定資産圧縮損 9 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1 253

売上債権の増減額（△は増加） △6,463 △40

たな卸資産の増減額（△は増加） 505 △1,733

仕入債務の増減額（△は減少） 5,858 731

その他 504 △414

小計 6,369 4,760

利息及び配当金の受取額 129 132

利息の支払額 △189 △173

法人税等の還付額 27 0

法人税等の支払額 △1,812 △2,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,524 2,639

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 － △9

定期預金の払戻による収入 16 4

有形固定資産の取得による支出 △2,375 △3,926

有形固定資産の売却による収入 35 198

無形固定資産の取得による支出 △264 △345

国庫補助金による収入 9 －

投資有価証券の取得による支出 △147 △124

投資有価証券の売却による収入 9 47

貸付けによる支出 △145 △123

貸付金の回収による収入 149 233

営業譲受による支出 △51 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

19 －

子会社株式の取得による支出 △3 △96

その他 △10 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,758 △4,171
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(単位：百万円未満四捨五入)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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） △922 △645

長期借入れによる収入 3,800 5,100

長期借入金の返済による支出 △4,022 △4,176

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主からの払込みによる収入 24 －

配当金の支払額 △202 △202

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

リース債務の返済による支出 △300 △356

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,626 △283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141 △1,815

現金及び現金同等物の期首残高 10,980 11,120

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 87

現金及び現金同等物の期末残高 11,120 9,392
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（連結の範囲に関する事項） 

連結子会社である株式会社宝友を存続会社とし、非連結子会社である株式会社マルオカを消滅

会社とする吸収合併を平成24年10月１日に実施いたしました。 

マルゼン商事株式会社は、平成24年11月１日に全株式を取得したことに伴い子会社となったため、

当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

 

（７）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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い当連結会計年度より、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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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（８）　連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

報告セグメントの概要

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　平成23年４月１日　　至　平成24年３月31日)

会計上の見積りの変更と区別する事が困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、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

の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

糖粉・飼料畜産
関連事業

住宅・不動産
関連事業

計

１

当企業グループの報告セグメントは、当社の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。

当企業グループは、商品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は物品の売買及び各種製品の製造・販売や

サービスの提供を行っております。

したがって、当社は、商品・サービスを基礎とした事業部門別のセグメントで構成されており、「食品関連事業」、

「糖粉・飼料畜産関連事業」、「住宅・不動産関連事業」の３つを報告セグメントとしております。

「食品関連事業」は、一般加工食品・酒類・冷凍食品等の販売及び焼酎・弁当の製造等を行っております。

「糖粉・飼料畜産関連事業」は、食品原材料・飼料・畜産物・水産物の販売等を行っております。「住宅・不動産関連

事業」は、住宅建築資材・住宅設備機器、木材の販売、不動産の賃貸等を行っております。

２

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。

３

(百万円未満四捨五入)

報告セグメント

その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

連結財務諸表
計上額
(注) ３

食品関連事業

売上高

外部顧客への売上高 204,374 64,302 17,385 286,061 12,357 298,418 － 298,418

セグメント間の内部売上高
又は振替高

29 991 278 1,298 4,989 6,287 △ 6,287 －

計 204,403 65,293 17,663 287,359 17,346 304,705 △ 6,287 298,418

セグメント利益 2,880 1,120 529 4,529 141 4,670 △ 1,316 3,354

セグメント資産 53,724 11,670 13,325 78,719 7,190 85,908 17,112 103,020

その他の項目

減価償却費 731 91 350 1,172 358 1,529 19 1,549

のれんの償却額 122 － － 122 － 122 － 122

減損損失 11 － － 11 － 11 － 11

のれんの未償却残高 845 － － 845 － 845 － 845

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,598 103 585 2,286 364 2,650 205 2,855
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当連結会計年度(自　平成24年４月１日　　至　平成25年３月31日)

 　調整額は以下のとおりであります。

(百万円未満四捨五入)

報告セグメント

その他
(注) １

合計
調整額
(注) ２

連結財務諸表
計上額
(注) ３

食品関連事業
糖粉・飼料畜産

関連事業
住宅・不動産

関連事業
計

売上高

外部顧客への売上高 213,622 65,483 19,524 298,629 14,947 313,576 － 313,576

セグメント間の内部売上高
又は振替高

35 992 277 1,304 5,200 6,504 △ 6,504 －

計 213,657 66,476 19,801 299,933 20,147 320,080 △ 6,504 313,576

セグメント利益 2,600 1,182 1,028 4,810 214 5,024 △ 1,306 3,718

セグメント資産 57,017 12,160 15,180 84,356 6,893 91,249 17,017 108,266

その他の項目

減価償却費 789 93 348 1,230 377 1,607 13 1,620

のれんの償却額 898 － 8 906 0 906 － 906

減損損失 51 － － 51 － 51 － 51

のれんの未償却残高 99 － 32 131 1 132 － 132

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,162 4 2,741 3,907 273 4,180 300 4,480

(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、運送事業、燃料関連事業、レンタ
カー事業、情報処理サービス事業、保険サービス事業等を含んでおります。

２
(１) 前連結会計年度及び当連結会計年度におけるセグメント利益の調整額△1,316百万円及び△1,306百万

円には、セグメント間取引消去19百万円及び74百万円、報告セグメントに配分していない全社費用には
△1,335百万円及び△1,381百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費であります。

(２)  　前連結会計年度及び当連結会計年度におけるセグメント資産の調整額17,112百万円及び17,017百万円
には、それぞれ報告セグメント間の債権の相殺消去等△5,229百万円及び△5,025百万円、各報告セグメント
に配分していない全社資産22,341百万円及び22,042百万円が含まれております。全社資産には、主に報告
セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券及び管理部門(人事、総務、経理部門等)に係る資産
等であります。

(３)  　前連結会計年度及び当連結会計年度における有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額205
百万円及び300百万円は、管理部門の設備投資額であります。

３  　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成 23 年４月 3１日 

  至 平成 24 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 24 年４月 3１日 

  至 平成 25 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額                  1,437 円 52 銭  

１株当たり当期純利益金額                90 円 28 銭

１株当たり純資産額                 1,515 円 75 銭

１株当たり当期純利益金額                53 円 96 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
同左 

 

（注） １. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(平成 24 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 30,288 31,922

 普通株式に係る純資産額（百万円） 29,016 30,595

 差額の主な内訳（百万円） 

   少数株主持分 

 

1,272 1,328

 普通株式の発行済株式数（株） 20,519,212 20,519,212

 普通株式の自己株式数（株） 334,126 334,628

 １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 20,185,086 20,184,584

  

  ２. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月 3１日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 24 年４月 3１日 

至 平成 25 年３月 31 日）

 連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 1,822 1,089

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,822 1,089

 普通株式の期中平均株式数（株） 20,185,331 20,184,817

 

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 
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４．その他 
 
（１） 役員の異動（平成 25 年 6 月 27 日付予定） 
 

① 代表者の異動 
 

該当事項はありません。 
  

② 昇任取締役 
  

常務取締役 木材住資担当   川
かわ

 口
ぐち

 政
まさ

 寛
ひろ

   〔現、取締役 木材住資担当〕 
    
③ 新任取締役候補者 
 

取締役 経理部長       池
いけ

 田
だ

   勲
いさお

  〔現、経理部長〕 
 

④ 新任監査役候補者 
 

監査役（常勤）        堀
ほり

 川
かわ

   巧
たくみ

  〔現、審査室長〕 
 

監査役（社外監査役）     中
なか

 西
にし

 常
つね

 道
みち

     〔監査法人 北三会計社 代表社員 
／公認会計士〕 

 
⑤  退任予定監査役 

  
              篠

しの

 田
だ

 眞
しん

 一
いち

   〔現、監査役（常勤）〕 
   

                 永
なが

 利
とし

 新
しん

 一
いち

   〔現、監査役（社外監査役）〕 
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＜ご参考＞ 
 
１．新任取締役候補者略歴 

氏　　　　名

（生 年 月 日）

 　　 いけだ　     いさお 昭和 47年 4月
池　田　　　勲 平成 17年 4月

（昭和28年5月25日生） 平成 22年 4月
平成 25年 4月

略　　　　　　　　　歴

当社入社

当社経理部長

当社執行役員経理部長

当社経理部長（現任）
 

 
２．新任監査役候補者略歴 

氏　　　　名

（生 年 月 日）

昭和 51年 4月
  　 ほりかわ      たくみ 平成 11年 12月

堀　川　　　巧
（昭和29年3月18日生） 平成 16年 9月 当社酒類八幡支店長

平成 19年 1月 当社東京支店長

平成 20年 7月 当社審査室長（現任）

昭和 61年 10月
　 　なかにし   つねみち 監査法人）入社

中　西　常　道 平成 2年 8月
（昭和35年10月22日生） 平成 19年 12月 税理士資格取得

平成 20年 6月 ㈱翔薬 社外監査役（現任）

平成 20年 7月 監査法人 北三会計社 代表社員(現任）

公認会計士資格取得

略　　　　　　　　　歴

当社入社

鹿児島中央酒販㈱（現、鹿児島リカーフーズ㈱）

代表取締役社長

監査法人 朝日新和会計社（現、有限責任 あずさ
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