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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 29,370 △0.1 251 △35.5 328 △34.6 209 68.9
21年3月期第1四半期 29,396 ― 389 ― 502 ― 124 ―

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3月期第1四半期 4.56 ―

21年3月期第1四半期 2.70 ―

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3月期第1四半期 45,987 21,064 45.1 450.15
21年3月期 46,171 20,915 44.5 446.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,715百万円 21年3月期  20,530百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 8.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

59,500 0.2 900 1.2 980 0.1 440 10.1 9.56

通期 119,500 0.9 1,700 2.4 1,800 1.4 900 △21.4 19.56
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4.  その他 

(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) 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  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 48,977,231株 21年3月期  48,977,231株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,957,820株 21年3月期  2,955,841株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 46,020,311株 21年3月期第1四半期 46,035,728株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の日本経済は、企業収益や設備投資が減少し、雇用情勢の悪化などを背景に個人消費も低迷する

など厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中で当社グループは、首都圏を基盤に地域に密着した営業を展開してまいりました。 

 その結果、当第１四半期の売上高は293億70百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は貸倒引当金繰入額１億

52百万円を計上したことなどにより２億51百万円（前年同期比35.5％減）、経常利益は３億28百万円（前年同期

比34.6％減）となりました。また、四半期純利益は、法人税、住民税及び事業税が１億80百万円減少したことな

どにより２億９百万円（前年同期比68.9％増）となりました。 
  

事業別セグメントの概況 
  

①商事部門 

 商事部門につきましては、食品では消費者の節約志向、価格の値下げ要求が高まるなど厳しい状況にありまし

たが加工食品、酒類、菓子類を中心に前年同期を上回りました。業務用商品では小麦粉、砂糖などが順調に推移

しましたが、油脂の価格下落の影響が大きく前年同期を下回りました。飼料畜産では飼料、畜産とも販売数量は

前年同期を上回りましたが、飼料の価格下落の影響が大きく前年同期を下回りました。米穀では相場が低迷する

中、玄米は減少しましたが、精米の販売数量が増加し前年同期を上回りました。その結果、売上高は282億96百万

円（前年同期比0.5％増）となりました。 
  

②ホテル部門 

 ホテル部門につきましては、景気の低迷により出張、研修などビジネス利用客の低迷に加え、新型インフルエ

ンザの影響などから団体客が減少し、売上高は８億89百万円（前年同期比15.6％減）となりました。 
  

③不動産部門 

 不動産部門につきましては、賃貸料収入として売上高は１億84百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少１億77百万円、受取手形及び売掛金の減少２億

12百万円、原材料及び貯蔵品の減少１億９百万円、投資有価証券の増加５億85百万円、繰延税金資産（固定）の

減少１億98百万円などにより、前連結会計年度末に比べ１億83百万円減少し459億87百万円となりました。負債

は、支払手形及び買掛金の増加３億33百万円、未払法人税等の減少５億59百万円、長期借入金の減少５億52百万

円などにより、前連結会計年度末に比べ３億31百万円減少し249億23百万円となりました。純資産は前連結会計年

度末に比べ１億48百万円増加し210億64百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・

フローは税金等調整前四半期純利益３億17百万円、減価償却費１億61百万円、売上債権の増減額２億２百万円、

仕入債務の増減額３億33百万円、法人税等の支払額△６億30百万円などにより４億90百万円（前年同期比２億95

百万円減）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△68百万円（前年同期比３億円減）となりまし

た。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増減額△１億28百万円、長期借入金の返済による支出

△１億73百万円、配当金の支払額△３億68百万円などにより△６億７百万円（前年同期比１億４百万円減）とな

りました。その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ１億93百万円減少し35億85

百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期以降も当グループを取り巻く経営環境は不透明な状況が続くものと予想されますが、連結業績予想

につきまして変更はありません。 
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４．その他 

（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） 

 該当事項はありません。 

（２）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 

  （簡便な会計処理） 

１． 固定資産の減価償却の算定方法  

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。 

２． 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

（３）四半期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 

 該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,630 3,807

受取手形及び売掛金 13,213 13,425

有価証券 5 4

商品及び製品 1,859 1,770

仕掛品 39 35

原材料及び貯蔵品 543 653

繰延税金資産 27 102

未収入金 2,151 2,157

その他 96 92

貸倒引当金 △140 △131

流動資産合計 21,426 21,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,018 11,994

減価償却累計額 △7,395 △7,318

建物及び構築物（純額） 4,622 4,675

機械装置及び運搬具 1,708 1,687

減価償却累計額 △1,315 △1,296

機械装置及び運搬具（純額） 392 391

土地 9,348 9,351

その他 1,134 1,115

減価償却累計額 △861 △853

その他（純額） 272 262

有形固定資産合計 14,636 14,680

無形固定資産   

ソフトウエア 382 407

その他 135 135

無形固定資産合計 518 543

投資その他の資産   

投資有価証券 5,560 4,974

長期貸付金 577 583

繰延税金資産 827 1,025

差入保証金 2,456 2,448

その他 667 538

貸倒引当金 △682 △540

投資その他の資産合計 9,406 9,030

固定資産合計 24,560 24,254

資産合計 45,987 46,171
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,442 15,108

短期借入金 5,309 4,979

未払法人税等 84 644

賞与引当金 44 95

その他 1,481 1,379

流動負債合計 22,363 22,206

固定負債   

社債 50 50

長期借入金 950 1,503

退職給付引当金 533 515

長期未払金 222 237

役員退職慰労引当金 15 15

負ののれん 90 75

その他 697 650

固定負債合計 2,560 3,048

負債合計 24,923 25,255

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,599 5,599

資本剰余金 5,576 5,576

利益剰余金 9,625 9,784

自己株式 △620 △619

株主資本合計 20,181 20,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 534 190

評価・換算差額等合計 534 190

少数株主持分 348 384

純資産合計 21,064 20,915

負債純資産合計 45,987 46,171
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 29,396 29,370

売上原価 26,410 26,467

売上総利益 2,985 2,902

販売費及び一般管理費 2,596 2,651

営業利益 389 251

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 62 74

デリバティブ評価益 50 －

その他 33 37

営業外収益合計 156 122

営業外費用   

支払利息 35 25

デリバティブ評価損 － 10

その他 8 9

営業外費用合計 43 44

経常利益 502 328

特別利益   

投資有価証券売却益 0 0

その他 － 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産処分損 65 9

減損損失 70 3

その他 9 －

特別損失合計 145 12

税金等調整前四半期純利益 357 317

法人税、住民税及び事業税 251 71

法人税等調整額 △32 42

法人税等合計 219 113

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14 △6

四半期純利益 124 209
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 357 317

減価償却費 158 161

減損損失 70 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △50

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △247 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 150

受取利息及び受取配当金 △72 △84

支払利息 35 25

有形固定資産除売却損益（△は益） 65 9

売上債権の増減額（△は増加） △490 202

たな卸資産の増減額（△は増加） 71 15

その他の資産の増減額（△は増加） △9 △154

仕入債務の増減額（△は減少） 720 333

その他の負債の増減額（△は減少） 558 101

その他 △70 6

小計 1,099 1,057

利息及び配当金の受取額 74 89

利息の支払額 △35 △25

法人税等の支払額 △353 △630

営業活動によるキャッシュ・フロー 785 490

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5 △51

有形固定資産の売却による収入 72 0

関係会社株式の売却による収入 175 －

その他 △9 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー 232 △68

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） △223 △128

長期借入れによる収入 200 80

長期借入金の返済による支出 △105 △173

配当金の支払額 △368 △368

その他 △5 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △503 △607

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 518 △193

現金及び現金同等物の期首残高 3,770 3,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,289 3,585
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

（注）１．事業区分の方法 

     事業は市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

   ２．各事業区分に属する主要な内容 

 
商事部門 

（百万円） 
ホテル部門 
（百万円） 

不動産部門 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 28,155 1,053 186 29,396 － 29,396 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4 － 15 19 (19) － 

計 28,159 1,053 202 29,416 (19) 29,396 

営業費用 27,754 964 33 28,752 254 29,006 

営業利益 405 89 169 663 (274) 389 

 
商事部門 

（百万円） 
ホテル部門 
（百万円） 

不動産部門 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 28,296 889 184 29,370 － 29,370 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2 － 11 14 (14) － 

計 28,299 889 196 29,385 (14) 29,370 

営業費用 27,974 883 30 28,889 230 29,119 

営業利益 325 5 165 496 (245) 251 

事業区分 主要な商品及び役務 

 商事部門  米穀、小麦粉、食品、砂糖、雑穀・澱粉、飼料・畜産、油脂、化成品、燃料、運送業等。 

 ホテル部門  ビジネスホテル、飲食店、ボウリング場等。 

 不動産部門  賃貸ビル、営業倉庫。 
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〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社等がないため該当事項はありません。 

     当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社等がないため該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  海外売上高がないため該当事項はありません。  

     当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

（６）四半期連結販売実績 

                                       （単位：百万円、％） 

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

  

区  分 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

  
  前年同期比（％）
  

  食品（酒類・飲料含む） 18,400 17,922  102.7 

業務用商品 4,286 4,512    95.0 

飼料・畜産 2,721 2,935   92.7 

米穀 2,888 2,784  103.7 

商事部門計 28,296 28,155  100.5 

ホテル部門 889 1,053  84.4 

不動産部門 184 186   98.6  

合  計 29,370 29,396    99.9  
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