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1. 20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(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 ％

20年３月期 10,982 △1.5 236 △27.4 178 △41.1 68 △13.5 
19年３月期 11,146 △3.4 326 50.3 303 36.0 79 ─ 

 

 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 ％ ％ ％

20年３月期 6 47 ─ ─ 2.0 1.8 2.2 
19年３月期 8 35 8 31 2.4 3.1 2.9 

 
(参考) 持分法投資損益 20年３月期 ─百万円 19年３月期 ─百万円

 
(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

20年３月期 9,992 3,420 34.2 322 59 
19年３月期 9,669 3,533 36.5 366 98 

 
(参考) 自己資本 20年３月期 3,420百万円 19年３月期 3,533百万円

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
 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

20年３月期 304 △705 224 873 
19年３月期 324 △491 △68 1,049 

 
2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 

配当金総額  
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産配当率
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 8 00 8 00 16 00 153 191.6 4.6

20年３月期 8 00 8 00 16 00 169 247.3 4.6
21年３月期 
(予想) 

8 00 8 00 16 00 94.7 

 

3. 21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21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)
 

 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 

5,424 3.7 96 20.0 71 16.4 24 20.0 2 16 

通 期 11,564 5.3 432 83.1 380 113.5 188 176.5 16 89 
（注）１株当たりの当期純利益の算定に当たっては、株式分割１：1.05を行った後の株式数（自己株式を除

く。）によっております。 
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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) 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（連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧くださ

い。〕 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年３月期 11,292,066株 19年３月期 10,265,515株

 ② 期末自己株式数 20年３月期 688,934株 19年３月期 636,462株

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当

たり情報」をご覧ください。 

 

(参考) 個別業績の概要 

1. 20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(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 ％

20年３月期 10,936 △1.6 203 △27.6 164 △39.6 67 4.3 
19年３月期 11,110 △3.4 280 75.7 271 51.1 64 ─ 

 

 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

20年３月期 6 36 ─ ─ 
19年３月期 6 81 6 78 

 

(2) 個別財政状態 

 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

20年３月期 9,901 3,339 33.7 314 91 

19年３月期 9,573 3,451 36.1 358 46 
 

(参考) 自己資本 20年３月期 3,339百万円 19年３月期 3,451百万円

 

2. 21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間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 
累計期間 5,402 3.6 76 16.9 71 9.2 31 3.3 2 78 

通 期 11,514 5.3 390 92.1 357 117.7 180 168.7 16 17 
（注）１株当たりの当期純利益の算定に当たっては、株式分割１：1.05を行った後の株式数（自己株式を除

く。）によっております。 
 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、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って予想数値と異なる場合があります。 
 上記予想に関する事項につきましては、添付資料の３ページをご参照下さい。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度は、当社経営の基本である、お客さまサービスを第一に、「健康でおいしい」

「安全で安心」な商品を提供してまいりました。また、お客さまのご家族の心と体を育むためのお

役に立てるよう、「食育」をテーマとした献立づくりに努めるとともに、食材は国産品を中心に使

用してまいりました。 

メニューカタログについては、簡単調理の「カルショク」一人用を設定し、また、お台所必需品

の「調味料コーナー」の新設やお米・健康・こだわりの商品紹介などを取り入れる等、商品力を強

化してまいりました。 

営業面については、新規顧客の獲得や既存顧客の購入金額の増加に向けて、様々なキャンペーン

企画等を策定し、実施してまいりました。また、営業力の強化に向けては、集合教育を実施すると

ともに、そのフォローとしてトレーナー制度を設けて、個別に重点営業所の教育指導を行っており

ます。 

利益面では、原油や素材価格の高騰、さらには、食材の国産指向の高まりによる原材料価格の上

昇等がみられましたが、メニューの改善や生産・物流システム等の改善などにより、売上総利益率

の確保につなげました。さらには、販売体制の効率化の推進などを行っており、さらなる利益率の

改善を目指しております。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は109億82百万円（前年度比98.5％）とほぼ前年度

なみになりました。また、営業利益は売上高の減少の影響により２億36百万円（前年度比72.6％）、

経常利益は１億78百万円（前年度比58.9％）、当期純利益は68百万円（前年度比86.5％）になって

おります。 

主な商品別売上高は、次のとおりであります。 

レギュラーメニュー商品は、「私の献立」メニューによる食材の宅配で、総売上金額の87.7％を

占めている主力商品であります。献立メニューやお試しセットの内容を見直し、新規顧客の獲得に

力を注ぐとともに既存顧客の増加にも努めてまいりました。この結果、出荷数は前年度比101.8％と

増加したもののセット単価が前年度比97.4％になり、売上高は96億27百万円（前年度比98.9％）に

なっております。 

ヘルシーメニュー商品は、「すこやかヘルシー」メニューおよび調理済み冷凍ヘルシー弁当「健

御膳」の食材宅配で、売上高は５億78百万円（前年度比90.9％）になりました。季節ごとに実施す

る特売商品の売上高は７億５百万円（前年度比99.3％）になりました。その他、業務用商品の売上

高は70百万円（前年度比105.2％）になっております。 

 

（次期の見通し） 

積極的な販売促進キャンペーン企画等を実施するとともに、訪問活動を強化することにより新規

顧客の獲得はもとより、既存顧客についても受注金額の増加を図ってまいります。 

また、豊橋営業所の新設を予定しており、既存エリア外への着実な浸透を図るとともに、既設営

業所においては、ルートの再編増設等を行い、営業戦力を増強してまいります。 

利益面については、原油価格の高騰や食材の国産指向のさらなる高まりにより諸材料価格の値上

がりが予想されますが、引き続き献立メニューの改善や商材の厳選などにより粗利益率の向上に努

めてまいります。また、生産システムや営業システムの業務改善にも継続して取り組み、企業体質

を強化して利益増加に努めてまいります。 

以上、次期の業績につきましては、売上高は115億64百万円、営業利益は４億32百万円、経常利益

は３億80百万円、当期純利益は１億88百万円を予定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

 資産合計は99億92百万円（前年度末比３億22百万円増加）となりました。 

流動資産は50百万円の減少で、その主な要因は、現金及び預金が減少したことによるものであ

ります。 

 固定資産は３億73百万円の増加で、その主な要因は事業用土地の取得により４億90百万円の
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増加があった一方で、減価償却による建物及び構築物の減少72百万円、その他（主に長期預

金）の減少86百万円があったことによるものであります。 
 

②負債 

 負債合計は65億71百万円（前年度末比４億35百万円の増加）となりました。 

  その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

③純資産 

 純資産合計は34億20百万円（前年度末比１億13百万円の減少）となりました。その主な要因

は利益剰余金の減少によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は、前年度末の36.5％から34.2％になり、１株当たり純資産は、前

年度末の333.62円（株式分割１：1.1修正後）から322.59円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末比１億

75百万円減少し、８億73百万円になっております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動の結果３億４百万円の資金が増加しております（前年度比19

百万円の減少）。これは、主に税金等調整前当期純利益１億67百万円や減価償却費１億66百万円

の計上と前受金の増加97百万円による資金の増加がある一方で、利息の支払い70百万円や法人税

等の支払72百万円などにより資金が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は７億５百万円（前年度は４億91百万

円）になりました。これは主に新たな営業所用土地および建物として有形固定資産の取得による

支出５億90百万円や、投資有価証券の取得１億35百万円などがあったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は２億24百万円（前年度は68百万円の減

少）になりました。これは、主に長期借入による収入17億75百万円があり、短期および長期借入

金の返済、社債の償還等合計13億94百万円、配当金の支払１億61百万円があったことなどによる

ものであります。 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 第30期 
平成18年３月期

第31期 
平成19年３月期 

第32期 
平成20年３月期

自己資本比率（％） 29.9 36.5 34.2

時価ベースの自己資本比率（％） 83.3 87.7 87.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） ─ 15.5 17.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ─ 6.8 4.3

（注）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 
1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によっております。 
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算出しております。 
3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 
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すべ

ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計
算書の利息の支払額を使用しております。 

5. 第30期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子
負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題として位置付けております。この観点から、

配当政策は、株主の期待に応えるため長期的かつ安定的な配当の実現を基本方針としております。 

このため、当期の配当金は、中間配当８円に期末配当８円を加えた年間16円としました。当社は

平成19年４月１日付で１：1.1の株式分割を実施しておりますので、分割前に換算すると前期に対し

て10％の増配に相当します。 

次期の配当は中間、期末ともに８円の年間16円を予定しております。また、平成20年２月14日開

催の当社取締役会において、平成20年３月31日現在の株主に対して、平成20年４月１日付で１：

1.05の株式分割を決議しておりますので、次期も分割前に換算すると当期に対して５％の増配に相

当します。 

なお、当社は株主優待も積極的に行っており、真心を込めて作り上げた当社商品をお贈りするこ

とにより、株主の当社への信頼とご理解が深まるものと考えております。 
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２ 企業集団の状況 

 

当社企業グループは、当社、連結子会社１社（株式会社食文化研究所）およびその他の関係会社

１社（株式会社バロー）より構成され、一般家庭への夕食材料等の宅配による小売を主要業務とし、

フランチャイズ加盟会社・その他企業への食材の販売など、すべて同一セグメントに属する「食品

事業」を営んでおります。 

 当該事業にかかわる当社および子会社の位置づけは、次のとおりであります。 

 

 食品の小売 株式会社ショクブンは、夕食材料等の宅配及び業務用食材の

販売などの業務を行っております。 

また、フランチャイズ（ＦＣ）加盟会社へのメニュー企画等

の提供および経営指導等もおこなっております。 

夕食材料等の宅配は、首都圏では東京都目黒区・世田谷区・

町田市、神奈川県川崎市、中部圏では愛知県、岐阜県、三重

県、関西圏では京都府、大阪府で一般家庭向けに行っており

ます。 

 食に関する調査研究お

よび食料品・雑貨の販売 

 連結子会社である株式会社食文化研究所は、食に関して専

門的に調査研究することを事業目的にし、当社の夕食材料宅

配業に対し、メニューの供給等の専門的なノウハウを提供す

る役割を果たしております。 

 また、株式会社食文化研究所は、食料品や家庭用品および

ギフト・ノベルティ商品の卸売業を営んでおり、その大部分

を当社に提供しております。新商品の開発および調査研究に

力を注ぎ、当社物流システムに合わせた商品の納入を可能に

するなど、当社の購買機能としての役割を果たしておりま

す。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

  企業グループ各社間における取引関係図 

  

       

    

 ←─食に関する 夕食材料等の宅配───────→ 

   調査研究委託    

  
情報の入手──→

  

商材の購入
────→ 

 
←─委託料の支払
 

メニュー 
企画等の提供 
─────→ 

 
夕食材料等
の宅配──→ 

 メニューの供給→  
食材の提供 

 

 

株
式
会
社
食
文
化
研
究
所 

─────→  

  

商材の購入──→

 

Ｆ
Ｃ
加
盟
会
社 

 

取
引
業
者 

商材の購入────────────→ 食材の提供──────────→ 

    

株
式
会
社
シ
ョ
ク
ブ
ン 

   

得
意
先 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社の社是と経営の基本は次のとおりです。 

社   是 私たちは大地の恵みに感謝をし、食文化と健康づくりに貢献します。 

経営の基本 私たちは「安全で安心な食材」により、お客さまに「健康とおいしさ」をお届け

し、常にお客さまを第一に考え、顧客満足度の高いサービスを提供します。 

 これらの実現のために、役員および社員が一体となり、感謝の気持ちを忘れず、前向きで明る

い企業風土づくりに励み行動し、企業価値を高めることによって、株主や社会に貢献する企業と

して永久に存在していることが大事であると認識しております。 

(2) 目標とする経営指標 

 当社は、利益配分に関する基本方針のとおり、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一

つとして考え、これを高めるために、規模として売上高は（通期）150億円以上、売上高経常利益

率は6.7％以上を確保することを目標としております。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、「健康とおいしさ」をテーマにして、安全で安心な食材を、アイディア満載の献立表

と共に、宅配という方法で、一般家庭に直接お届けしております。現有する資産を最大活用し、

宅配事業を拡大させるとともに、更なる規模拡大と収益力の向上を目指すため、新たな分野にも

人材と資材を投入し挑戦してまいります。 

① 宅配事業については、持続的な売上高の伸長を確保するために、既存エリアでの販売力の強

化と周辺新規エリアへの販路拡大を行ってまいります。また、消費者が宅配の利便性を必要と

する商品の開発に取り組んでまいります。 

② 新分野については、市場競争に打ち勝つ商品を研究開発し、食品メーカーとして進出できる

体制を創りあげます。これと連動して、既存商品・新商品の企業向け販路拡大を推し進めます。 

(4) 会社の対処すべき課題 

 増収増益を達成するためには、顧客数の増加もさることながら、組織内部における業務改善意

識の堅持が最重要課題であると認識しております。そのために役員および社員は、経営の基本方

針に従い、行動するという意識改革が要求されており、さらなる意識の向上が最優先で求められ

ていると考えております。 

 また、企業規模を安定的に発展させるためには、人材の確保や確保した人材の育成が大切であ

ります。宅配事業の基本を修得し、現場の業務改善を積極的に推進し得るような教育を実施して、

徹底した営業力の強化を目指してまいります。また、収益力の安定と強化を図るためには、高品

質食材の安定的な供給確保が不可欠であり、安全で安心な責任の持てる仕入・生産・供給システ

ムを構築してまいります。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

 当社は、資産の流動化をすることにより、収益力の向上と財務体質の強化を図ってまいります。

そのために保有する遊休資産の見直しを行います。 

 具体的には、以下の目的のための所要資金として活用するものであります。 

① 有利子負債を圧縮し、財務体質を強化してまいります。 

② 中長期的な会社の経営戦略に記載のとおり、宅配事業については、持続的な売上高の伸長を確

保するために、既存エリアでの販売力の強化と周辺新規エリアへの販路拡大を行ってまいります。 
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４ 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  1,414,701 1,356,519   △58,182

 ２ 受取手形及び売掛金  39,055 47,553   8,497

 ３ たな卸資産  111,996 116,661   4,665

 ４ 繰延税金資産  82,673 78,889   △3,784

 ５ その他  37,875 35,973   △1,902

   貸倒引当金  △122 △122   ─

   流動資産合計  1,686,180 17.4 1,635,474 16.4  △50,706

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 ※１ 2,522,912 2,585,432  62,520 

    減価償却累計額  745,498 1,777,413 880,697 1,704,734  135,198 △72,678

  (2) 機械装置及び運搬具  59,212 61,589  2,377 

    減価償却累計額  39,853 19,358 43,285 18,304  3,431 △1,053

  (3) 工具器具備品  331,689 344,001  12,311 

    減価償却累計額  249,906 81,783 271,345 72,656  21,438 △9,126

  (4) 土地 ※１ 5,285,736 5,776,347   490,610

  (5) 建設仮勘定  ─ 21,262   21,262

   有形固定資産合計  7,164,291 74.1 7,593,305 76.0  429,013

 ２ 無形固定資産  51,738 62,191   10,452

   無形固定資産合計  51,738 0.5 62,191 0.6  10,452

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  325,172 379,237   54,065

  (2) 差入保証金  198,567 166,062   △32,505

  (3) 出資金  1,326 176   △1,150

  (4) その他  259,996 172,996   △86,999

    貸倒引当金  △17,377 △17,220   157

   投資その他の資産合計  767,684 8.0 701,253 7.0  △66,431

   固定資産合計  7,983,715 82.6 8,356,750 83.6  373,035

   資産合計  9,669,896 100.0 9,992,225 100.0  322,328
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金  449,264 472,283   23,019

 ２ 短期借入金 ※１ 1,485,000 1,457,000   △28,000

 ３ 一年以内に償還予定 

   の社債 
 714,000 532,000   △182,000

 ４ 一年以内に返済予定 

   の長期借入金 
※１ 518,582 778,440   259,858

 ５ 未払金  173,991 143,024   △30,966

 ６ 未払費用  159,999 162,759   2,760

 ７ 未払法人税等  60,152 58,352   △1,799

 ８ 未払消費税等  57,799 43,682   △14,116

 ９ 前受金  24,694 121,757   97,063

 10 賞与引当金  144,700 134,300   △10,400

 11 その他  8,349 12,349   4,000

   流動負債合計  3,796,531 39.3 3,915,951 39.2  119,420

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  956,000 424,000   △532,000

 ２ 長期借入金 ※１ 1,366,304 2,228,690   862,386

 ３ 退職給付引当金  10,131 28   △10,103

 ４ その他  7,263 3,091   △4,172

   固定負債合計  2,339,698 24.2 2,655,809 26.6  316,110

   負債合計  6,136,229 63.5 6,571,760 65.8  435,530

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  1,148,010 11.9 1,148,010 11.5  ─

 ２ 資本剰余金  1,616,253 16.7 1,616,648 16.2  394

 ３ 利益剰余金  1,184,730 12.2 1,091,405 10.9  △93,325

 ４ 自己株式  △443,256 △4.6 △437,276 △4.4  5,980

   株主資本合計  3,505,737 36.2 3,418,786 34.2  △86,950

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 27,928 0.3 1,677 0.0  △26,251

   評価・換算差額等合計  27,928 0.3 1,677 0.0  △26,251

   純資産合計  3,533,666 36.5 3,420,464 34.2  △113,201

   負債純資産合計  9,669,896 100.0 9,992,225 100.0  322,328
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(2) 連結損益計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  11,146,597 100.0 10,982,111 100.0  △164,486

Ⅱ 売上原価  6,552,931 58.8 6,449,416 58.7  △103,514

   売上総利益  4,593,666 41.2 4,532,695 41.3  △60,971

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1、 

2 
4,267,571 38.3 4,295,992 39.1  28,421

   営業利益  326,095 2.9 236,702 2.2  △89,392

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,569 3,065  495 

 ２ 受取配当金  1,294 1,435  141 

 ３ 投資有価証券運用益  10,716 ─  △10,716 

 ４ 受取保険金  1,532 2,220  688 

 ５ 受取賃貸料  5,925 5,649  △275 

 ６ 受取手数料  8,694 9,360  666 

 ７ その他  3,748 34,479 0.3 2,972 24,703 0.2 △776 △9,775

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  47,493 68,156  20,662 

 ２ シンジケートローン費用  2,374 2,374  ─ 

 ３ 株式交付費  7,159 ─  △7,159 

 ４ 投資有価証券運用損  ─ 10,520  10,520 

 ５ その他  230 57,258 0.5 1,626 82,677 0.8 1,395 25,419

   経常利益  303,315 2.7 178,728 1.6  △124,587

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※３ 159 159 0.0 ─ ─  △159 △159

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※４ 920 ─  △920 

 ２ 固定資産除却損 ※５ 51,953 121  △51,831 

 ３ 賃貸借契約解約損  ─ 11,566  11,566 

 ４ サービス点数商品交換制 

   度終了損失 
※６ 52,435 105,308 0.9 ─ 11,688 0.1 △52,435 △93,619

   税金等調整前当期純利益  198,166 1.8 167,039 1.5  △31,127

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 77,015 71,583  △5,432 

   法人税等調整額  41,941 118,956 1.1 26,902 98,485 0.9 △15,038 △20,471

   当期純利益  79,209 0.7 68,553 0.6  △10,656
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 株主資本 
評価・換算 

差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他 

有価証券 
評価差額金 

純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 790,410 1,258,006 1,252,908 △454,992 2,846,332 50,565 2,896,898

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行 357,600 357,600 715,200  715,200

 剰余金の配当（注）  △70,484 △70,484  △70,484

 剰余金の配当  △76,903 △76,903  △76,903

 当期純利益  79,209 79,209  79,209

 自己株式の取得  △5,241 △5,241  △5,241

 自己株式の処分  646 16,977 17,624  17,624

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

  △22,636 △22,636

連結会計年度中の変動額合計(千円) 357,600 358,246 △68,178 11,735 659,404 △22,636 636,768

平成19年３月31日残高(千円) 1,148,010 1,616,253 1,184,730 △443,256 3,505,737 27,928 3,533,666

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 株主資本 
評価・換算 

差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,148,010 1,616,253 1,184,730 △443,256 3,505,737 27,928 3,533,666

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当  △161,878 △161,878  △161,878

 当期純利益  68,553 68,553  68,553

 自己株式の取得  △5,361 △5,361  △5,361

 自己株式の処分  394 11,342 11,736  11,736

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

  △26,251 △26,251

連結会計年度中の変動額合計(千円) ─ 394 △93,325 5,980 △86,950 △26,251 △113,201

平成20年３月31日残高(千円) 1,148,010 1,616,648 1,091,405 △437,276 3,418,786 1,677 3,420,464

 

 



株式会社ショクブン（９９６９） 平成20年３月期 決算短信 

―12― 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前当期純利益  198,166 167,039 △31,127

 ２ 減価償却費  164,655 166,088 1,432

 ３ 長期前払賃料取崩額  1,079 935 △144

 ４ 賞与引当金の増減額(減少：△)  △33,300 △10,400 22,900

 ５ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  11,617 ─ △11,617

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  △31,776 △38,407 △6,631

 ７ 受取利息及び受取配当金  △3,863 △4,500 △637

 ８ 支払利息  47,493 68,156 20,662

 ９ 株式交付費  7,159 ─ △7,159

 10 投資有価証券運用益  △10,716 ─ 10,716

 11 投資有価証券運用損  ─ 10,520 10,520

 12 固定資産売却益  △159 ─ 159

 13 固定資産売却損  920 ─ △920

 14 固定資産除却損  34,831 121 △34,709

 15 賃貸借契約解約損  ─ 11,566 11,566

 16 売上債権の増減額(増加：△)  △19,763 △8,497 11,265

 17 たな卸資産の増減額(増加：△)  6,788 △4,665 △11,453

 18 その他流動資産の増減額(増加：△)  9,159 6,347 △2,811

 19 仕入債務の増減額(減少：△)  8,216 23,019 14,802

 20 前受金の増減額(減少：△)  △17,681 97,063 114,745

 21 未払消費税等の増減額(減少：△)  44,291 △14,116 △58,407

 22 その他流動負債の増減額(減少：△)  45,729 △25,620 △71,350

    小計  462,850 444,651 △18,199

 23 利息及び配当金の受取額  1,905 3,021 1,115

 24 利息の支払額  △48,835 △70,218 △21,382

 25 法人税等の支払額  △91,545 △72,959 18,586

   営業活動によるキャッシュ・フロー  324,375 304,495 △19,880
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △11,802 △31,890 △20,088

 ２ 定期預金の払戻による収入  135 16,000 15,864

 ３ 有価証券の売却等による収入  10,000 ─ △10,000

 ４ 投資有価証券の取得による支出  △54,499 △135,255 △80,755

 ５ 投資有価証券の売却による収入  1,584 ─ △1,584

 ６ 有形固定資産の取得による支出  △492,827 △590,569 △97,741

 ７ 有形固定資産の売却による収入  1,427 ─ △1,427

 ８ 無形固定資産の取得による支出  △12,991 △13,571 △580

 ９ 差入保証金の差入による支出  △786 △542 243

 10 差入保証金の回収による収入  33,529 25,821 △7,707

 11 出資金の回収による収入  400 50 △350

 12 投資有価証券の回収による収入  33,000 26,687 △6,312

 13 預り保証金の返還による支出  △16 △3,581 △3,564

 14 その他投資活動による収支  1,259 1,653 394

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △491,587 △705,198 △213,610

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△)  317,000 △28,000 △345,000

 ２ 社債の償還による支出  △244,000 △714,000 △470,000

 ３ 長期借入れによる収入  50,000 1,775,000 1,725,000

 ４ 長期借入金の返済による支出  △763,938 △652,756 111,182

 ５ 株式の発行による収入  708,040 ─ △708,040

 ６ 自己株式の増減額(増加：△)  12,382 6,374 △6,007

 ７ 配当金の支払額  △147,523 △161,838 △14,315

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △68,038 224,780 292,818

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △235,250 △175,923 59,326

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,284,328 1,049,077 △235,250

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,049,077 873,153 △175,923
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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 会計処理基準に関す

る事項 

  

 (1) 重要な減価償却資

産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

  建物(建物附属設備を除く。) 

   ……定額法 

  その他の有形固定資産 

   ……定率法 

   なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

   建物 15～38年 

   工具器具備品 ４～10年 

 ①有形固定資産 

  建物(建物附属設備を除く。) 

   ……定額法 

  その他の有形固定資産 

   ……定率法 

   なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

   建物 15～38年 

   工具器具備品 ４～10年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当連結
会計年度より、平成19年４月１日
以降に取得した有形固定資産につ
いて、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。 
 これにより、売上総利益が261
千円、営業利益、経常利益及び税
金等調整前当期純利益がそれぞれ
1,487千円減少しております。 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19
年３月31日以前に取得した資産に
ついては、改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の適用により
取得価額の５％に到達した連結会
計年度の翌連結会計年度より、取
得価額の５％相当額と備忘価額と
の差額を５年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含めて計上して
おります。 
 この結果、従来の方法に比べ、
売上総利益が350千円、営業利
益、経常利益、税金等調整前当期
純利益がそれぞれ2,326千円減少
しております。 

  ②無形固定資産 

   定額法 

 なお、主な耐用年数は

自社利用ソフトウエアの

５年であります。 

 ②無形固定資産 

 同左 

 

 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における記載から重要な変

更がないため開示を省略します。 
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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を

省略します。 

 

 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

※１ 担保に供している資産 

(1) 担保に供している資産は、次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 420,979千円

土地 1,134,209千円

  計 1,555,189千円
 

※１ 担保に供している資産 

(1) 担保に供している資産は、次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 438,316千円

土地 1,134,226千円

  計 1,572,542千円
 

(2) 上記に対応する債務は、次のとおりであり

ます。 

短期借入金 585,000千円

一年以内に返済予定の 
長期借入金 

298,450千円

長期借入金 1,090,300千円

  計 1,973,750千円
 

(2) 上記に対応する債務は、次のとおりであり

ます。 

短期借入金 657,000千円

一年以内に返済予定の 
長期借入金 

481,340千円

長期借入金 1,835,610千円

  計 2,973,950千円
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(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目別内訳

は、次のとおりであります。 

販売促進費 402,719千円

給料手当 2,113,356千円

福利厚生費 336,496千円

賞与引当金繰入額 103,400千円

退職給付費用 28,671千円

賃借料 177,399千円

リース料 108,781千円

燃料水道光熱費 167,725千円

減価償却費 94,554千円

貸倒引当金繰入額 11,617千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目別内訳

は、次のとおりであります。 

販売促進費 402,583千円

給料手当 2,158,037千円

福利厚生費 340,657千円

賞与引当金繰入額 98,800千円

退職給付費用 19,574千円

賃借料 155,872千円

リース料 88,540千円

燃料水道光熱費 173,432千円

減価償却費 101,797千円

 
 

※２ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発

費の総額は26,322千円であります。 

※２ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発

費の総額は25,625千円であります。 

※３ 固定資産売却益は、機械装置及び運搬具159

千円であります。 

※３        ───── 

※４ 固定資産売却損は、機械装置及び運搬具920

千円であります。 

※４        ───── 

※５ 固定資産除却損は、建物及び構築物30,108

千円、機械装置及び運搬具1,445千円、工具器

具備品3,277千円、建物等撤去費用17,121千円

であります。 

※５ 固定資産除却損は、建物及び構築物50千

円、工具器具備品71千円であります。 

※６ サービス点数商品交換制度終了損失 

 当社は、創業当初から、販売促進策の一環とし

て、メニュー売上高を対象としてサービス点数券

を顧客に交付し、これをもって様々な生活用品お

よび家庭用電気製品と交換する制度を採用してま

いりました。 

 当制度には交換期限がなく、顧客が未交換券を

どれほど保有しているかが不明で、将来へ負の財

産を繰り越すこととなることから、平成17年９月

11日までの発行をもって終了し、交換期限を平成

18年３月31日限りである旨の周知を顧客宛に行い

ました。 

 その結果、制度終了後、過年度発行分も含めた

サービス点数券の交換が進み、例年にはない費用

負担が発生していることから、制度を終了したこ

とによってサービス点数費用が一時的に増加した

部分を特別損失のサービス点数商品交換制度終了

損失として52,435千円計上しております。 

※６        ─────  
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 
（株） 

増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末
（株） 

普通株式 9,465,515 800,000 ─ 10,265,515
 
（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

 第三者割当増資による増加  800,000株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 
（株） 

増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末
（株） 

普通株式 654,954 5,901 24,393 636,462
 
（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       5,901株 

減少の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少   1,393株 

新株予約権の行使による減少      23,000株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。              
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 70,484 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月９日 
取締役会 普通株式 76,903 8.00 平成18年９月30日 平成18年11月30日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の 
種類 

配当の原資 配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 77,032 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 
（株） 

増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末
（株） 

普通株式 10,265,515 1,026,551 ─ 11,292,066
 
（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

 株式分割（１：1.1）による増加   1,026,551株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 
（株） 

増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末
（株） 

普通株式 636,462 70,372 17,900 688,934
 
（変動事由の概要） 

増加の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       6,726株 

 株式分割（１：1.1）による増加       63,646株 

減少の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     900株 

新株予約権の行使による減少      17,000株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。              
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 普通株式 77,032 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日 
取締役会 

普通株式 84,846 8.00 平成19年９月30日 平成19年11月30日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の 
種類 

配当の原資 配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 84,825 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,414,701千円

    計 1,414,701千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△365,624千円

現金及び現金同等物 1,049,077千円
  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,356,519千円

    計 1,356,519千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△483,365千円

現金及び現金同等物 873,153千円
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、同一セグメントに属する「食品事業」を行って

おり、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国、又は地域に所在する連結子会社

及び支店がないため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高はありませんので、該当事項はあり

ません。 

 

 

  （開示の省略） 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ス

トック・オプション等、企業結合等に関する注記については、決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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 (１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 １株当たり純資産額 366.98円
 

 １株当たり純資産額 322.59円
 

 １株当たり当期純利益 8.35円
 

 １株当たり当期純利益 6.47円
 

 潜在株式調整後１株当たり 
 当期純利益 

8.31円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に
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。 
 
 当社は、平成19年４月１日付で普通株式１株に
つき1.1株の株式分割を行っております。 
 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場
合の前連結会計年度における１株当たり情報は、
以下のとおりとなります。 
 １株当たり純資産額         333.62円
 １株当たり当期純利益         7.59円
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益  7.55円

 
 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度末 当連結会計年度末 

 （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 3,533,666 3,420,464 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

─ ─ 

（うち新株予約権） （─） （─） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,533,666 3,420,464 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数（株） 

9,629,053 10,603,132 

  

２ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益   

 当期純利益（千円） 79,209 68,553 

 普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─ 

普通株式に係る当期純利益（千円） 79,209 68,553 

 期中平均株式数（株） 9,490,319 10,602,112 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額（千円） ─ ─ 

 普通株式増加数（株） 40,328 ─ 

 （うち新株予約権（株）） (40,328) (   ─)  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

───── ───── 
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(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 平成19年２月14日開催の当社取締役会の決議に

基づき、次のように株式分割による新株式を発行

しております。 
(1) 平成19年４月１日付をもって普通株式１株に
つき1.1株に分割しております。 

 イ．分割により増加する株式数 
    普通株式   1,026,551株 
 ロ．分割方法 

 平成19年３月31日最終の株主名簿および実
質株主名簿に記載または記録された株主の所
有株式数を、１株につき1.1株の割合をもって
分割しております。 

(2) 効力発生日 
   平成19年４月１日 
 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し
た場合の前連結会計年度における１株当たり
情報および当期首に行われたと仮定した場合
の当連結会計年度における１株当たり情報
は、それぞれ以下のとおりとなります。 
前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

298.91円 333.62円

１株当たり当期純損失 １株当たり当期純利益

4.14円 7.59円
 なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純利
益については、潜在株
式は存在するものの１
株当たり当期純損失で
あるため記載しており
ません。 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益  

7.55円

 

 平成20年２月14日開催の当社取締役会の決議に

基づき、次のように株式分割による新株式を発行

しております。 
(1) 平成20年４月１日付をもって普通株式１株に
つき1.05株に分割しております。 

 イ．分割により増加する株式数 
    普通株式   564,603株 
 ロ．分割方法 

 平成20年３月31日最終の株主名簿および実
質株主名簿に記載または記録された株主の所
有株式数を、１株につき1.05株の割合をもっ
て分割しております。 

(2) 効力発生日 
   平成20年４月１日 
 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定し
た場合の前連結会計年度における１株当たり
情報および当期首に行われたと仮定した場合
の当連結会計年度における１株当たり情報
は、それぞれ以下のとおりとなります。（前
連結会計年度については、当期首に行われた
株式分割も反映しております。） 
前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

317.73円 307.23円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

7.23円 6.16円
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益  

7.19円
 

 なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純利
益については、潜在株
式が存在しないため記
載しておりません。 
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（販売の状況） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

   （自 平成18年４月１日     （自 平成19年４月１日 

    至 平成19年３月31日）     至 平成20年３月31日） 
商 品 別 

金  額 前期比 金  額 前期比 

  ％  ％

レギュラーメニュー 9,732,198 96.2 9,627,228 98.9

ヘルシーメニュー 636,477 93.4 578,293 90.9

メ
ニ
ュ
ー
商
品 小 計 10,368,675 96.0 10,205,521 98.4

  業 務 用 商 品 67,451 82.2 70,978 105.2

  特 売 商 品 710,470 109.0 705,611 99.3

合    計 11,146,597 96.6 10,982,111 98.5
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５ 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  1,324,863 1,267,847   △57,015

 ２ 売掛金  35,189 43,913   8,724

 ３ 原材料  62,999 66,048   3,048

 ４ 貯蔵品  46,074 48,838   2,764

 ５ 前払費用  29,775 31,626   1,851

 ６ 繰延税金資産  80,099 76,411   △3,687

 ７ 未収入金  8,563 3,569   △4,994

 ８ その他  506 817   311

   貸倒引当金  △122 △122   ─

   流動資産合計  1,587,948 16.6 1,538,950 15.5  △48,997

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  2,146,858 2,191,481  44,623 

    減価償却累計額  587,224 1,559,633 679,229 1,512,251  92,004 △47,381

  (2) 構築物  375,212 393,109  17,896 

    減価償却累計額  157,543 217,668 200,715 192,394  43,171 △25,274

  (3) 機械装置  47,709 48,599  890 

    減価償却累計額  30,283 17,425 32,746 15,852  2,463 △1,573

  (4) 車両運搬具  11,502 12,990  1,487 

    減価償却累計額  9,570 1,932 10,538 2,452  968 519

  (5) 工具器具備品  327,187 339,164  11,976 

    減価償却累計額  246,591 80,596 267,765 71,398  21,173 △9,197

  (6) 土地  5,253,823 5,744,434   490,610

  (7) 建設仮勘定  ─ 21,262   21,262

   有形固定資産合計  7,131,080 74.5 7,560,046 76.4  428,965

 ２ 無形固定資産    

   (1) のれん  1,157 1,178   20

  (2) 借地権  5,999 5,999   ─

  (3) ソフトウェア  2,237 13,921   11,683

  (4) ソフトウェア仮勘定  8,253 6,457   △1,795

  (5) その他  32,968 33,683   715

   無形固定資産合計  50,615 0.5 61,239 0.6  10,623
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  308,756 365,764   57,008

  (2) 関係会社株式  55,171 55,171   ─

  (3) 出資金  1,326 176   △1,150

  (4) 長期債権  17,377 17,220   △157

  (5) 長期前払費用  26,747 19,665   △7,082

  (6) 前払年金費用  ─ 28,304   28,304

  (7) 繰延税金資産  47,809 41,831   △5,978

  (8) 差入保証金  195,943 164,991   △30,951

  (9) 会員権  42,647 42,647   ─

  (10) 長期預金  102,250 400   △101,850

  (11) その他  22,735 22,377   △358

    貸倒引当金  △17,377 △17,220   157

   投資その他の資産合計  803,388 8.4 741,331 7.5  △62,057

   固定資産合計  7,985,084 83.4 8,362,616 84.5  377,532

   資産合計  9,573,032 100.0 9,901,567 100.0  328,534

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  429,141 441,434   12,293

 ２ 短期借入金  1,485,000 1,457,000   △28,000

 ３ 一年以内に償還予定の 

   社債 
 714,000 532,000   △182,000

 ４ 一年以内に返済予定の 

   長期借入金 
 518,582 778,440   259,858

 ５ 未払金  198,687 182,821   △15,866

 ６ 未払費用  157,393 160,167   2,774

 ７ 未払法人税等  53,307 50,549   △2,758

 ８ 未払消費税等  56,724 42,450   △14,274

 ９ 前受金  24,694 121,757   97,063

 10 預り金  7,800 10,778   2,977

 11 賞与引当金  140,000 130,000   △10,000

 12 その他  302 1,246   944

   流動負債合計  3,785,632 39.5 3,908,645 39.5  123,012

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  956,000 424,000   △532,000

 ２ 長期借入金  1,366,304 2,228,690   862,386

 ３ 退職給付引当金  8,679 ─   △8,679

 ４ その他  4,759 1,192   △3,567

   固定負債合計  2,335,743 24.4 2,653,882 26.8  318,139

   負債合計  6,121,376 63.9 6,562,527 66.3  441,151
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  1,148,010 12.0 1,148,010 11.6  ─

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  1,611,806 1,611,806  ─ 

  (2) その他資本剰余金  4,447 4,841  394 

    資本剰余金合計  1,616,253 16.9 1,616,648 16.3  394

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  115,004 115,004  ─ 

  (2) その他利益剰余金    

    別途積立金  710,000 710,000  ─ 

    繰越利益剰余金  283,053 188,553  △94,499 

    利益剰余金合計  1,108,058 11.5 1,013,558 10.2  △94,499

 ４ 自己株式  △443,256 △4.6 △437,276 △4.4  5,980

   株主資本合計  3,429,065 35.8 3,340,940 33.7  △88,124

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 22,591 0.3 △1,900 △0.0  △24,492

   評価・換算差額等合計  22,591 0.3 △1,900 △0.0  △24,492

   純資産合計  3,451,656 36.1 3,339,039 33.7  △112,616

   負債純資産合計  9,573,032 100.0 9,901,567 100.0  328,534
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(2) 損益計算書 

 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  11,110,365 100.0 10,936,287 100.0  △174,078

Ⅱ 売上原価  6,561,736 59.1 6,444,348 58.9  △117,388

   売上総利益  4,548,629 40.9 4,491,939 41.1  △56,689

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 販売促進費  409,790 408,095  △1,695 

 ２ 広告宣伝費  79,987 86,581  6,594 

 ３ 貸倒引当金繰入額  11,617 ─  △11,617 

 ４ 役員報酬  102,299 118,045  15,746 

 ５ 給料手当  2,056,747 2,098,879  42,132 

 ６ 福利厚生費  329,303 333,943  4,639 

 ７ 退職給付費用  30,615 19,677  △10,937 

 ８ 賞与引当金繰入額  98,700 94,500  △4,200 

 ９ 賃借料  173,881 152,392  △21,489 

 10 リース料  108,716 88,475  △20,240 

 11 保守修繕費  91,176 81,022  △10,154 

 12 減価償却費  94,046 100,971  6,925 

 13 燃料水道光熱費  166,670 171,861  5,190 

 14 租税公課  62,257 69,360  7,103 

 15 保険料  46,141 50,871  4,730 

 16 その他  406,079 4,268,031 38.4 414,055 4,288,734 39.2 7,976 20,702

   営業利益  280,597 2.5 203,204 1.9  △77,392

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,567 3,060  493 

 ２ 受取配当金  15,970 21,111  5,141 

 ３ 受取保険金  1,532 2,220  688 

 ４ 受取手数料  8,694 9,360  666 

 ５ 受取賃貸料  5,723 5,368  △354 

 ６ 投資有価証券運用益  10,716 ─  △10,716 

 ７ その他  3,094 48,297 0.4 2,387 43,509 0.4 △706 △4,787
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  36,185 56,161  19,976 

 ２ 社債利息  11,276 11,922  645 

 ３ シンジケートローン費用  2,374 2,374  ─ 

 ４ 株式交付費  7,159 ─  △7,159 

 ５ 投資有価証券運用損  ─ 10,520  10,520 

 ６ その他  230 57,227 0.5 1,626 82,605 0.8 1,395 25,378

   経常利益  271,667 2.4 164,108 1.5  △107,558

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益  159 159 0.0 ─ ─  △159 △159

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損  837 ─  △837 

 ２ 固定資産除却損  51,953 102  △51,850 

 ３ 賃貸借契約解約損  ─ 11,566  11,566 

 ４ サービス点数商品交換 

   制度終了損失 
 54,750 107,540 0.9 ─ 11,669 0.1 △54,750 △95,870

   税引前当期純利益  164,287 1.5 152,439 1.4  △11,847

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 59,547 58,846  △700 

   法人税等調整額  40,124 99,671 0.9 26,213 85,060 0.8 △13,910 △14,611

   当期純利益  64,615 0.6 67,379 0.6  2,763
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度 (自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
790,410 1,254,206 3,800 1,258,006 115,004 710,000 365,825 1,190,830 △454,992 2,784,254

事業年度中の変動額     

 新株の発行 357,600 357,600 357,600   715,200

 剰余金の配当（注）   △70,484 △70,484 △70,484

 剰余金の配当   △76,903 △76,903 △76,903

 当期純利益   64,615 64,615 64,615

 自己株式の取得     △5,241 △5,241

 自己株式の処分   646 646   16,977 17,624

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
(純額) 

    

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
357,600 357,600 646 358,246 ─ ─ △82,771 △82,771 11,735 644,810

平成19年３月31日残高 

(千円) 
1,148,010 1,611,806 4,447 1,616,253 115,004 710,000 283,053 1,108,058 △443,256 3,429,065

 

評価・換 

算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
42,047 2,826,301 

事業年度中の変動額   

 新株の発行  715,200 

 剰余金の配当（注）  △70,484 

 剰余金の配当  △76,903 

 当期純利益  64,615 

 自己株式の取得  △5,241 

 自己株式の処分  17,624 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

△19,456 △19,456 

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
△19,456 625,354 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
22,591 3,451,656 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当事業年度 (自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
1,148,010 1,611,806 4,447 1,616,253 115,004 710,000 283,053 1,108,058 △443,256 3,429,065

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当   △161,878 △161,878 △161,878

 当期純利益   67,379 67,379 67,379

 自己株式の取得     △5,361 △5,361

 自己株式の処分   394 394   11,342 11,736

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
(純額) 

    

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ 394 394 ─ ─ △94,499 △94,499 5,980 △88,124

平成20年３月31日残高 

(千円) 
1,148,010 1,611,806 4,841 1,616,648 115,004 710,000 188,553 1,013,558 △437,276 3,340,940

 

評価・換 

算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

純資産 

合計 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
22,591 3,451,656 

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △161,878 

 当期純利益  67,379 

 自己株式の取得  △5,361 

 自己株式の処分  11,736 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
(純額) 

△24,492 △24,492 

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
△24,492 △112,616 

平成20年３月31日残高 

(千円) 
△1,900 3,339,039 
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平成20年５月９日 

株式会社ショクブン 

（東証・名証２部） 

平成２０年３月期決算短信（発表資料の要約） 

 

当社の平成２０年３月期決算につきまして、配布の決算短信のとおり発表させていただきます。 

１．業績について 

 イ 当期の業績 

 （連結） （個別） 

 前期比  前期比 

売 上 高 １０９億８２百万円  ９８.５％ １０９億３６百万円  ９８.４％

営 業 利 益 ２億３６百万円 ７２.６％ ２億 ３百万円 ７２.４％

経 常 利 益 １億７８百万円 ５８.９％ １億６４百万円 ６０.４％
当 期 純 利 益 ６８百万円 ８６.５％ ６７百万円 １０４.３％
１株当たり当期純利益 ６円４７銭 ６円３６銭 

（注）当社の連結対象子会社は、株式会社食文化研究所１社であります。 

① 売上高は１０９億８２百万円で、前期に比べ９８．５％になりました。献立メニューやお試しセット

の内容を見直すとともに積極的な販売促進策を実施してまいりました。その結果、売上高は、ほぼ前期

なみになりました。 

② 経常利益は１億７８百万円で前期に比べ５８．９％になりました。生産性の向上に努めたことにより

製造経費の減少につながりましたが、売上高の減少による影響や積極的な販売活動による費用の増加な

どによるものであります。 

③ 特別利益は計上がなく、特別損失も些少であり、前期に計上した固定資産除却損５１百万円や商品交

換制度を廃止したことに伴う特別損失５２百万円などの影響がなくなりました。 

 以上の結果、当期純利益は６８百万円で前期に比べ８６.５％になりました。 

 

 ロ 次期の業績予想 

 （連結） （個別） 

第２四半期累計期間 前期比  前期比 

売 上 高 ５４億２４百万円 １０３.７％ ５４億 ２百万円 １０３.６％

営 業 利 益 ９６百万円 １２０.０％ ７６百万円 １１６.９％

経 常 利 益 ７１百万円 １１６.４％ ７１百万円 １０９.２％

当 期 純 利 益 ２４百万円 １２０.０％ ３１百万円 １０３.３％
１株当たり当期純利益 ２円１６銭 ２円７８銭 

通 期  

売 上 高 １１５億６４百万円 １０５.３％ １１５億１４百万円 １０５.３％

営 業 利 益 ４億３２百万円 １８３.１％ ３億９０百万円 １９２.１％

経 常 利 益 ３億８０百万円 ２１３.５％ ３億５７百万円 ２１７.７％

当 期 純 利 益 １億８８百万円 ２７６.５％ １億８０百万円 ２６８.７％
１株当たり当期純利益 １６円８９銭 １６円１７銭 

 

２．株主還元策について 

 イ 配当金 

当  期 
期末は１株当たり８円を予定しております。なお、通期は中間配当金を含め１株

当たり１６円になります。 

次期予想 １株当たり年間１６円を予定しております。 
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 ロ 株主優待策 

   毎年３月31日及び９月30日現在の当社株式１千株以上所有の株主に対し、半期８千円（通期２回で

１６千円）相当の自社商品を進呈いたします。（従来どおり） 

 ハ 株式分割 

   平成20年２月14日開催の取締役会において、平成20年３月31日現在の株主に対して、１：1.05の株式

分割を決議しております。 

 

３．財政状態について 

 財政状態は、決算短信３ぺージ「財政状態に関する分析」に記載のとおりです。 

 自己資本比率は、前期末の３６.５％から３４.２％になりました。この主な理由は、利益剰余金が減少

したことによるものであります。 

 １株当たり純資産額は、前期末の３３３円６２銭（株式分割１：1.1を遡及修正）から３２２円５９銭に

なりました。 

 

４．設備投資について 

当  期 設備金額 ５億９０百万円 主なものは、 

 土地取得費用    営業所用地 ４件 ４億９０百万円    

   建物設備等新築費用   営業所１件    ３８百万円 

   その他                  ６２百万円 

 減価償却費 １億６１百万円 

次期予想 設備金額 

 

１億５０百万円を予定しております。 

 営業所建物設備等        ３件 １億１０百万円 

 その他                  ４０百万円 

 減価償却費 １億７０百万円 

 

５．次期予想について 

 次期については、積極的な販売促進キャンペーン企画等を実施するとともに、訪問活動を強化すること

により新規顧客の獲得はもとより、既存顧客についても受注金額の増加を図ってまいります。 
 また、豊橋営業所の新設を始めとして、既存エリア外への着実な浸透を図るとともに、既存営業所にお

いては、ルートの再編増設等を行い、営業戦力を増強してまいります。 
 利益面については、原油価格の高騰や食材の国産指向のさらなる高まりにより諸材料価格の値上がりが

予想されますが、引き続き献立メニューの改善や商材の厳選などにより粗利益率の向上に努めてまいりま

す。また、生産システムや営業システムの業務改善にも継続して取り組み、企業体質を強化して利益増加

に努めてまいります。 
 

  以上の見通しにより、次期の業績につきましては、売上高は１１５億６４百万円、経常利益は３億８０

百万円、当期純利益は１億８８百万円を予定しております。 

           以 上 


