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1. 平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

22年９月期第３四半期 108,310 △5.7 363 ─ 531 187.2 269 215.5

21年９月期第３四半期 114,802 ─ △21 ─ 184 ─ 85 ─

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

22年９月期第３四半期 40 88 ─

21年９月期第３四半期 12 84 ─

 (2) 連結財政状態

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

22年９月期第３四半期 46,511 15,006 32.3 2,212 95

21年９月期 46,801 14,714 31.4 2,225 73

(参考) 自己資本 22年９月期第３四半期 15,006百万円 21年９月期 14,714百万円

2. 配当の状況

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

21年９月期 ─ 12 00 ─ 12 00 24 00

22年９月期 ─ 12 00 ─

22年９月期(予想) 12 00 24 00

3. 平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日）
(％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
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 145,800 △4.4 750 282.1 1,000 108.5 400 137.1 60 17

0662
新規スタンプ



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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の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。 

  

１．平成21年11月12日に公表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しております。 

２．本資料に記載されている業績見通し等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。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等

については、【添付資料】P.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

   (注)  当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

   (注)  簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

   (注)  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連連結財務諸

   表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年９月期３Ｑ 7,050,000株 21年９月期 7,050,000株

② 期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 268,800株 21年９月期 438,800株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 6,603,566株 21年９月期３Ｑ 6,661,086株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調なアジア地域への輸出などにより企業収益の

緩やかな回復が一部に見られたものの、円高基調による輸出関連企業の警戒感の高まりから雇用・所得

環境は低調なまま推移し、先行きは依然として不透明な状況が続いております。食品流通業界におきま

しても、消費者の低価格志向により企業間の価格競争が激しさを増すなど厳しい状況で推移いたしまし

た。 

このような状況の下、当社は当期「超・中間流通イノベーターの実践 ―スピードある考働と競争力

の発揮―」をスローガンに、「活動領域の拡大と更なる機能の高度化」「スピーディーな意思決定と顧

客対応」「主体的（Ｗｉｌｌ）に考働する人材の育成」「安全・安心の徹底」「コストマネジメントに

よる体質強化」の基本方針に基づき活動しております。 

  

営業面では、外食チェーンに対する新規開拓を進めるとともに、量販店並びにコンビニエンスストア

に対しては売場提案を進めてまいりましたが、依然強い消費者の節約志向から得意先既存店の売上不振

が続き、売上高は減少いたしました。 

物流面では、平成21年10月に小牧流通センターにおいて新たに物流業務を受託するとともに、平成22

年１月にはコンビニエンスストア向けの常温一部拠点を統合し物流の効率化を推進いたしました。ま

た、関西地区においてコンビニエンスストア向け日配拠点の移転拡大に向け準備を進めております。 

また、豊田通商株式会社と事業規模の発展・拡大を目的として業務・資本提携を行い、合同でプロジ

ェクトを推進しております。 

  

このような結果、当第３四半期連結累計期間の業績は得意先既存店売上高の減少や前期の一部顧客と

の取引終了により売上高は1,083億10百万円（前年同期比5.7％減）となりました。利益面では売上高の

減少による売上総利益の減少があったものの、物流費及び一般管理費のコスト削減により営業利益は３

億63百万円（前年同期は21百万円の営業損失）、経常利益は５億31百万円（前年同期比187.2％増）、

四半期純利益は２億69百万円（同215.5％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は465億11百万円となり、前連結会計年度末と比べて２億89百

万円の減少となりました。これは主に現先短期貸付金が12億円増加した一方で、受取手形及び売掛金が

４億40百万円、投資有価証券が３億92百万円、建物及び構築物が２億36百万円、未収入金が２億31百万

円、商品及び製品が２億３百万円減少したこと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負債合計は315億５百万円となり、前連結会計年度末と比べて

５億81百万円の減少となりました。これは主に長期及び短期借入金が８億55百万円増加した一方で、支

払手形及び買掛金が13億５百万円減少したこと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純資産合計は150億６百万円となり、前連結会計年度末と比べ

て２億91百万円の増加となりました。これは主に自己株式が２億47百万円減少したことによるものであ

ります。 

  

1. 当四半期の連結業績等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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当第３四半期連結累計期間の業績動向等を踏まえまして、連結・個別とも平成21年11月12日に公表い

たしました平成22年９月期（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日）の通期業績予想を以下のと

おり修正しております。 

  

平成22年９月期 通期連結業績予想数値の修正（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

 
  

平成22年９月期 通期個別業績予想数値の修正（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

 
  

平成22年９月期の業績予想につきましては、主力得意先の既存店売上高の減少などにより売上高は減

収となる見込であります。一方、利益面につきましては売上高の減少による利益減を物流費及び一般管

理費におけるコスト削減活動を進めることにより当初予想数値となる見込であります。 

  

上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 152,800 750 1,000 400 60.50

今回修正予想（Ｂ） 145,800 750 1,000 400 60.17

増減額（Ｂ－Ａ） △7,000 ─ ─ ─

増減率（％） △4.6 ─ ─ ─

（参考）前期実績 
 （平成21年９月期）

152,471 196 479 168 25.37

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

前回発表予想（Ａ） 152,000 730 980 390 58.99

今回修正予想（Ｂ） 145,000 730 980 390 58.66

増減額（Ｂ－Ａ） △7,000 ─ ─ ─

増減率（％） △4.6 ─ ─ ─

（参考）前期実績 
 （平成21年９月期）

151,888 218 516 202 30.48
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,091,671 1,288,821

受取手形及び売掛金 14,652,484 15,092,536

有価証券 145,560 －

商品及び製品 2,943,876 3,147,818

原材料及び貯蔵品 424,790 390,994

現先短期貸付金 3,299,819 2,099,484

未収入金 4,890,115 5,122,030

その他 302,951 668,878

貸倒引当金 △5,230 △5,707

流動資産合計 27,746,038 27,804,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,046,036 5,282,697

土地 3,755,500 3,755,500

その他（純額） 1,778,511 1,051,805

有形固定資産合計 10,580,048 10,090,003

無形固定資産 572,099 671,938

投資その他の資産

投資有価証券 3,125,304 3,518,207

前払年金費用 167,767 197,252

その他（純額） 4,389,151 4,525,064

貸倒引当金 △68,501 △5,480

投資その他の資産合計 7,613,722 8,235,045

固定資産合計 18,765,870 18,996,986

資産合計 46,511,908 46,801,843
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,176,565 24,481,666

短期借入金 2,550,000 2,050,000

1年内返済予定の長期借入金 766,760 100,080

未払法人税等 88,595 －

賞与引当金 175,850 413,397

役員賞与引当金 9,000 12,000

その他 2,911,126 2,868,054

流動負債合計 29,677,898 29,925,197

固定負債

長期借入金 738,610 1,049,800

退職給付引当金 28,339 26,565

役員退職慰労引当金 17,798 16,136

その他 1,042,839 1,069,386

固定負債合計 1,827,587 2,161,887

負債合計 31,505,485 32,087,085

純資産の部

株主資本

資本金 1,243,300 1,243,300

資本剰余金 1,132,800 1,132,800

利益剰余金 12,910,560 12,818,705

自己株式 △388,537 △636,497

株主資本合計 14,898,122 14,558,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 107,973 155,931

繰延ヘッジ損益 326 519

評価・換算差額等合計 108,300 156,450

純資産合計 15,006,423 14,714,758

負債純資産合計 46,511,908 46,801,843
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(2) 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20年10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 114,802,685 108,310,386

売上原価 103,465,935 97,472,171

売上総利益 11,336,749 10,838,215

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 5,040,369 4,570,891

給料及び手当 2,272,469 2,147,711

賞与引当金繰入額 186,271 154,386

役員賞与引当金繰入額 11,250 9,000

退職給付費用 89,611 95,240

役員退職慰労引当金繰入額 1,548 1,662

賃借料 1,093,193 1,084,940

貸倒引当金繰入額 － 493

その他 2,663,336 2,410,104

販売費及び一般管理費合計 11,358,049 10,474,430

営業利益又は営業損失（△） △21,299 363,784

営業外収益

受取利息 27,199 21,268

受取配当金 40,041 40,995

不動産賃貸料 98,728 111,420

その他 144,848 156,445

営業外収益合計 310,817 330,129

営業外費用

支払利息 34,792 27,016

貸倒引当金繰入額 － 62,821

不動産賃貸費用 69,235 72,510

その他 527 284

営業外費用合計 104,555 162,632

経常利益 184,962 531,281

特別利益

貸倒引当金戻入額 34,006 －

保険解約返戻金 88,201 －

その他 19,338 263

特別利益合計 141,546 263

特別損失

固定資産売却損 － 562

固定資産除却損 76,873 28,149

投資有価証券評価損 8,858 6,759

その他 388 1,212

特別損失合計 86,120 36,684

税金等調整前四半期純利益 240,389 494,861

法人税、住民税及び事業税 19,974 167,820

法人税等調整額 134,852 57,093

法人税等合計 154,827 224,913

四半期純利益 85,561 269,947
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 36,108,728 35,640,817

売上原価 32,618,998 32,155,092

売上総利益 3,489,729 3,485,724

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,638,186 1,461,479

給料及び手当 555,005 623,421

賞与引当金繰入額 186,271 154,386

役員賞与引当金繰入額 － 3,000

退職給付費用 29,990 31,770

役員退職慰労引当金繰入額 531 739

賃借料 380,571 350,009

貸倒引当金繰入額 112 2,122

その他 932,399 810,267

販売費及び一般管理費合計 3,723,068 3,437,197

営業利益又は営業損失（△） △233,339 48,527

営業外収益

受取利息 6,551 6,303

受取配当金 19,570 21,264

不動産賃貸料 32,940 37,140

その他 48,753 64,781

営業外収益合計 107,814 129,490

営業外費用

支払利息 12,468 10,679

不動産賃貸費用 21,360 24,008

その他 182 41

営業外費用合計 34,011 34,729

経常利益又は経常損失（△） △159,536 143,288

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 18,381 －

その他 833 193

特別利益合計 19,214 193

特別損失

固定資産売却損 － 562

固定資産除却損 3,678 23,157

投資有価証券評価損 － 2,804

特別損失合計 3,678 26,524

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△144,000 116,956

法人税、住民税及び事業税 △163,504 △8,034

法人税等調整額 122,371 64,346

法人税等合計 △41,133 56,312

四半期純利益又は四半期純損失（△） △102,867 60,643
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６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 240,389 494,861

減価償却費 549,892 604,731

前払年金費用の増減額（△は増加） 26,229 29,485

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,024 △237,546

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,650 △3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,985 62,544

受取利息及び受取配当金 △67,241 △62,264

支払利息 34,792 27,016

固定資産除却損 76,873 28,149

売上債権の増減額（△は増加） 1,378,528 425,546

たな卸資産の増減額（△は増加） 358,377 170,146

仕入債務の増減額（△は減少） △2,823,585 △1,305,100

未収入金の増減額（△は増加） 348,915 230,127

差入保証金の増減額（△は増加） △1,069,420 －

その他 △135,181 89,106

小計 △1,366,090 553,803

利息及び配当金の受取額 58,062 56,315

利息の支払額 △40,378 △28,457

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △547,055 205,331

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,895,462 786,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △796,204 △944,437

固定資産の除却による支出 △3,993 △464

投資有価証券の取得による支出 △375,953 △31,693

投資有価証券の償還による収入 － 204,943

その他 △41,055 201,506

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,217,206 △570,146

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） △100,000 500,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △150,210 △144,510

リース債務の返済による支出 － △38,934

自己株式の取得による支出 △79,274 △58,380

自己株式の処分による収入 － 286,412

配当金の支払額 △153,374 △158,249

財務活動によるキャッシュ・フロー △482,858 886,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,595,526 1,103,183

現金及び現金同等物の期首残高 6,178,104 3,286,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,582,577 4,389,486
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該当事項はありません。 

  

1．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

事業の種類として、「食品卸売事業」及び「物流事業」に区分しておりますが、全セグメントの

売上高の合計及び営業利益又は営業損失の金額の合計額に占める「食品卸売事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

2．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

提出会社及び連結子会社は、全て本邦に所在するため、所在地別セグメント情報に該当する事項

はありません。 

  

3．海外売上高 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当社は、平成22年５月17日開催の当社取締役会において、豊田通商株式会社と業務・資本提携を

締結することならびに同社を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決

議し、平成22年６月２日に払込手続きが完了いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期間

において、利益剰余金は19,928千円、自己株式は306,340千円それぞれ減少いたしました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金は12,910,560千円、自己株式は388,537千

円となっております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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