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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年3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2四半期 76,089 0.8 474 △36.4 767 △19.5 567 0.4
25年9月期第2四半期 75,519 0.6 746 △14.4 952 △7.4 565 △5.2

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 584百万円 （△52.9％） 25年9月期第2四半期 1,239百万円 （57.1％）

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2四半期 88.48 ―
25年9月期第2四半期 86.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第2四半期 46,425 17,404 37.4
25年9月期 48,312 17,042 35.2
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 17,348百万円 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 ― 15.00
26年9月期（予想） ― 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、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 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
② ①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2Q 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2Q 670,800 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2Q 6,419,464 株 25年9月期2Q 6,565,541 株
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当第２四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、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、消費税率引上げに伴う駆け込

み需要により、個人消費に増加傾向がみられ、食料支出は回復基調で推移しております。 

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２四半期連結累計期間の業績は、外食チェーンにおいて前期の一部得意先との

取引中止の影響はあるものの、ＣＶＳにおける新規出店増加と量販店における主力得意先への取引拡大

により、売上高は760億89百万円（前年同期比0.8％増）となりました。利益面では同業他社との競争激

化に伴う売上総利益率の低下により営業利益は４億74百万円（同36.4％減）、経常利益は７億67百万円

（同19.5％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５億67百万

円（同0.4％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２四半期連結会計期間末の総資産は464億25百万円となり、前連結会計年度末と比べて18億87百

万円の減少となりました。これは主に現先短期貸付金が19億円減少したことによるものであります。 

また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は290億20百万円となり、前連結会計年度末と比べて

22億49百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金が18億86百万円、１年内返済予定の

長期借入金が５億円減少したことによるものであります。 

また、当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は174億４百万円となり、前連結会計年度末と比べ

て３億62百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が４億71百万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２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,224,527 1,089,271

受取手形及び売掛金 15,380,118 15,691,439

商品及び製品 3,114,675 2,879,112

原材料及び貯蔵品 364,402 355,307

現先短期貸付金 4,399,826 2,499,336

未収入金 5,229,066 4,836,073

その他 465,780 392,514

貸倒引当金 △6,972 △6,794

流動資産合計 30,171,425 27,736,261

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,595,270 4,458,700

土地 4,319,668 4,609,603

その他（純額） 666,440 774,712

有形固定資産合計 9,581,380 9,843,015

無形固定資産 271,630 339,551

投資その他の資産   

投資有価証券 4,456,192 4,721,012

その他（純額） 3,837,490 3,791,143

貸倒引当金 △5,780 △5,880

投資その他の資産合計 8,287,903 8,506,275

固定資産合計 18,140,913 18,688,843

資産合計 48,312,339 46,425,104
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,182,509 23,295,776

1年内返済予定の長期借入金 500,000 －

未払法人税等 180,496 300,823

賞与引当金 388,762 344,106

役員賞与引当金 21,000 9,500

その他 3,280,686 3,176,569

流動負債合計 29,553,455 27,126,776

固定負債   

退職給付引当金 48,855 59,122

役員退職慰労引当金 6,348 6,605

資産除去債務 511,718 497,632

その他 1,149,471 1,330,298

固定負債合計 1,716,393 1,893,658

負債合計 31,269,849 29,020,435

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 15,148,819

自己株式 △932,494 △1,057,517

株主資本合計 16,121,068 16,467,402

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 868,170 881,502

その他の包括利益累計額合計 868,170 881,502

少数株主持分 53,251 55,765

純資産合計 17,042,490 17,404,669

負債純資産合計 48,312,339 46,425,104
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 75,519,752 76,089,975

売上原価 67,977,329 68,756,328

売上総利益 7,542,422 7,333,647

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,095,512 3,228,617

給料及び手当 1,117,377 1,123,235

賞与引当金繰入額 313,659 307,836

役員賞与引当金繰入額 10,500 9,500

退職給付費用 75,943 53,474

役員退職慰労引当金繰入額 254 257

賃借料 629,921 574,567

その他 1,552,322 1,561,230

販売費及び一般管理費合計 6,795,491 6,858,718

営業利益 746,931 474,928

営業外収益   

受取利息 12,478 12,619

受取配当金 31,453 38,527

受取地代家賃 60,153 67,403

不動産賃貸料 72,021 72,347

その他 82,210 159,650

営業外収益合計 258,316 350,549

営業外費用   

支払利息 4,774 3,339

不動産賃貸費用 46,228 52,253

その他 1,399 2,811

営業外費用合計 52,402 58,404

経常利益 952,844 767,073

特別利益   

固定資産売却益 1,169 267,073

特別利益合計 1,169 267,073

特別損失   

固定資産売却損 51 740

固定資産除却損 2,693 47,274

持分変動損失 7,889 －

特別損失合計 10,634 48,014

税金等調整前四半期純利益 943,379 986,132

法人税、住民税及び事業税 342,802 286,073

法人税等調整額 34,780 129,235

法人税等合計 377,582 415,308

少数株主損益調整前四半期純利益 565,797 570,823

少数株主利益 － 2,833

四半期純利益 565,797 567,990
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 565,797 570,823

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 674,140 13,332

その他の包括利益合計 674,140 13,332

四半期包括利益 1,239,938 584,155

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,239,938 581,322

少数株主に係る四半期包括利益 － 2,833
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 943,379 986,132

減価償却費 321,226 289,499

前払年金費用の増減額（△は増加） 33,668 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,742 △44,656

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,500 △11,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,240 △77

受取利息及び受取配当金 △43,931 △51,146

支払利息 4,774 3,339

固定資産売却損益（△は益） △1,118 △266,333

固定資産除却損 2,693 47,274

売上債権の増減額（△は増加） 584,732 △311,320

たな卸資産の増減額（△は増加） 361,847 244,657

仕入債務の増減額（△は減少） △3,777,480 △1,886,732

未収入金の増減額（△は増加） 781,084 398,298

未払金の増減額（△は減少） △257,995 △219,579

その他 △26,300 104,527

小計 △1,153,420 △717,618

利息及び配当金の受取額 34,468 41,612

利息の支払額 △3,655 △3,311

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △542,187 △162,847

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,664,795 △842,165

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 △74,883 △506,997

固定資産の売却による収入 5,098 342,515

固定資産の除却による支出 △465 △600

投資有価証券の取得による支出 △16,453 △244,114

その他 5,799 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,903 △409,197

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △119,050 △500,000

リース債務の返済による支出 △51,533 △62,491

自己株式の取得による支出 △89,908 △125,023

配当金の支払額 △99,031 △96,549

少数株主からの払込みによる収入 48,052 －

その他 － △320

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,471 △784,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,057,170 △2,035,745

現金及び現金同等物の期首残高 10,798,962 5,622,349

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,741,792 3,586,603
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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。 

  

（４）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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