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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25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 ％

26年9月期第1四半期 40,208 △0.6 340 △30.1 509 △14.9 449 23.9
25年9月期第1四半期 40,433 1.2 487 △19.0 598 △13.1 362 △14.6

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 397百万円 （△14.1％） 25年9月期第1四半期 462百万円 （15.1％）

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

26年9月期第1四半期 69.83 ―
25年9月期第1四半期 55.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第1四半期 56,911 17,296 30.3
25年9月期 48,312 17,042 35.2
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 17,239百万円 25年9月期 16,989百万円

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

25年9月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
26年9月期 ―
26年9月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成26年9月期の連結業績予想（平成25年10月1日～平成26年9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 75,800 0.4 360 △51.8 620 △34.9 500 △11.6 77.61
通期 152,700 1.6 675 △36.9 1,130 △24.7 780 △4.6 121.08



(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、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おりません。 

※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。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当たっての注意事項等については、
【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年9月期1Q 7,050,000 株 25年9月期 7,050,000 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 631,800 株 25年9月期 607,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 6,437,059 株 25年9月期1Q 6,577,080 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融政策を背景に円安・株

高が進むなど、景気の緩やかな回復の動きがみられます。食品流通業界におきましても、小売業や外食

産業で出店による売上増加に加え、既存店ベースの一部に売上回復の動きがみられるとともに、個人消

費におきましても食料支出に持ち直しの傾向がみられます。 

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への更なる実践」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（Ｗｉｌ

ｌ）に考働する人材の育成」「安全・安心の徹底」「ローコスト運営の継続推進」の基本方針に基づき

活動しております。 

  

このような結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、主力得意先との取引拡大はあるものの、外食

チェーンの一部得意先との取引見直しにより売上高は402億８百万円（前年同期比0.6％減）となりまし

た。利益面では競争激化に伴う売上総利益率の低下により営業利益は３億40百万円（同30.1％減）、経

常利益は５億９百万円（同14.9％減）となりました。四半期純利益は店舗閉鎖に伴う固定資産売却益の

計上により４億49百万円（同23.9％増）となりました。 

  

当社グループは、食品卸売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメントごと

の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は569億11百万円となり、前連結会計年度末と比べて85億99百

万円の増加となりました。これは主に当第１四半期連結会計期間末が銀行休業日であった影響により現

先短期貸付金が43億99百万円、受取手形及び売掛金が28億１百万円、商品及び製品が10億93百万円それ

ぞれ増加したことによるものであります。 

また、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は396億15百万円となり、前連結会計年度末と比べて

83億45百万円の増加となりました。これは主に当第１四半期連結会計期間末が銀行休業日であった影響

により支払手形及び買掛金が87億89百万円増加したことによるものであります。 

また、当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は172億96百万円となり、前連結会計年度末と比べ

て２億53百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が３億52百万円増加したことによるもので

あります。 

  

平成26年９月期の通期業績予想につきましては、平成25年11月14日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

なお業績予想は、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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,224,527 1,251,343

受取手形及び売掛金 15,380,118 18,181,282

商品及び製品 3,114,675 4,208,045

原材料及び貯蔵品 364,402 337,889

現先短期貸付金 4,399,826 8,799,288

未収入金 5,229,066 5,671,258

その他 465,780 254,062

貸倒引当金 △6,972 △6,812

流動資産合計 30,171,425 38,696,356

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,595,270 4,513,299

土地 4,319,668 4,255,678

その他（純額） 666,440 755,381

有形固定資産合計 9,581,380 9,524,359

無形固定資産 271,630 302,547

投資その他の資産   

投資有価証券 4,456,192 4,572,628

その他（純額） 3,837,490 3,821,456

貸倒引当金 △5,780 △5,880

投資その他の資産合計 8,287,903 8,388,205

固定資産合計 18,140,913 18,215,113

資産合計 48,312,339 56,911,469
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,182,509 33,972,322

1年内返済予定の長期借入金 500,000 －

未払法人税等 180,496 123,894

賞与引当金 388,762 172,774

役員賞与引当金 21,000 5,000

その他 3,280,686 3,641,521

流動負債合計 29,553,455 37,915,513

固定負債   

退職給付引当金 48,855 54,485

役員退職慰労引当金 6,348 6,462

資産除去債務 511,718 495,372

その他 1,149,471 1,143,314

固定負債合計 1,716,393 1,699,633

負債合計 31,269,849 39,615,146

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 14,677,462 15,030,003

自己株式 △932,494 △978,766

株主資本合計 16,121,068 16,427,337

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 868,170 812,633

その他の包括利益累計額合計 868,170 812,633

少数株主持分 53,251 56,351

純資産合計 17,042,490 17,296,322

負債純資産合計 48,312,339 56,911,469
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 40,433,126 40,208,968

売上原価 36,439,077 36,342,684

売上総利益 3,994,049 3,866,283

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,591,799 1,662,101

給料及び手当 562,088 568,748

賞与引当金繰入額 169,893 154,813

役員賞与引当金繰入額 6,000 5,000

退職給付費用 38,028 26,516

役員退職慰労引当金繰入額 113 114

賃借料 316,593 290,568

貸倒引当金繰入額 10,525 △160

その他 811,118 817,760

販売費及び一般管理費合計 3,506,160 3,525,463

営業利益 487,888 340,820

営業外収益   

受取利息 5,649 6,818

受取配当金 26,770 23,004

受取地代家賃 29,639 29,905

不動産賃貸料 36,010 37,660

その他 39,295 100,390

営業外収益合計 137,365 197,778

営業外費用   

支払利息 2,439 2,182

不動産賃貸費用 23,279 24,413

その他 1,112 2,525

営業外費用合計 26,831 29,121

経常利益 598,422 509,477

特別利益   

固定資産売却益 1,169 267,071

特別利益合計 1,169 267,071

特別損失   

固定資産売却損 － 737

固定資産除却損 1,999 1,291

特別損失合計 1,999 2,029

税金等調整前四半期純利益 597,592 774,519

法人税、住民税及び事業税 105,776 107,860

法人税等調整額 129,067 214,064

法人税等合計 234,843 321,925

少数株主損益調整前四半期純利益 362,748 452,594

少数株主利益 － 3,100

四半期純利益 362,748 449,494

― 5 ―

㈱トーカン（7648）平成26年９月期　第１四半期決算短信



 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 362,748 452,594

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 99,567 △55,536

その他の包括利益合計 99,567 △55,536

四半期包括利益 462,316 397,057

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 462,316 393,957

少数株主に係る四半期包括利益 － 3,100

― 6 ―

㈱トーカン（7648）平成26年９月期　第１四半期決算短信



  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、食品卸売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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