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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,409 △7.3 3 △93.3 △16 ― △17 ―
24年3月期第1四半期 2,599 0.7 54 ― 35 ― 12 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △30百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 40百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1.48 ―
24年3月期第1四半期 1.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 10,482 3,481 33.2
24年3月期 10,511 3,553 33.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,481百万円 24年3月期  3,553百万円

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

24年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.50 ― 3.50 7.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31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) 5,021 △2.5 △15 ― △57 ― △81 ― △6.92
通期 10,788 2.5 320 3.5 232 8.0 105 10.9 8.86



(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 

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、四半期決算短信(添付資料)２ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧く
ださい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビューが実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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あたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 11,856,669 株 24年3月期 11,856,669 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,067 株 24年3月期 912 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 11,855,718 株 24年3月期1Q 11,024,995 株
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１．当四半期決算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 

＜売上について＞ 

当社は、今年で創立３５周年を迎えることができました。今後とも、当社の夕食材料をより多くの皆

さまにご利用いただけるよう、さまざまな企画を展開してまいります。当第１四半期では、新規のお客

さまを対象とした割引サービスや、お客さまからのご紹介キャンペーンを実施しております。また、既

存のお客さまへは、ご愛顧感謝ウィークを設け、対象週間のご注文に対して特典商品をご用意いたしま

した。 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要に伴う緩やかな景気回復

の動きはあるものの、円高の長期化、世界経済の減速等の懸念が国内経済に影を落とし、景気の先行き

は依然として不透明な状況が続いております。国内消費につきましては、消費者の節約志向が強く、企

業間の低価格競争も激化し、多くの企業にとって厳しい経営環境が続いております。 

このような経済情勢の中、当社グループは、お客さまの健康を第一義に考え、安全で安心のできる美

味しい食材をお届けすることを経営の基本に販売活動に努めてまいりました。 

その結果、売上高は24億９百万円（前年同四半期比92.7％）になりました。売上高の内訳は、メニュ

ー商品が23億19百万円（前年同四半期比91.4％）、特売商品は90百万円（前年同四半期比146.9％）であ

ります。 
 

＜利益について＞ 

継続的な生産効率見直しの努力により、製造にかかるコストは16百万円改善しておりますが、昨冬か

ら今春にかけて野菜の仕入価格が高止まり傾向にあったため、売上原価率は58.1％になり、前年同四半

期に比べ1.0ポイント上昇しました。 

販売費及び一般管理費については、宅配ルート見直しによる業務の効率化に伴う経費削減効果もあり、

前年同四半期に比べ55百万円改善しました。 

その結果、利益については、16百万円の経常損失（前年同四半期は35百万円の経常利益）になり、四

半期純損失は17百万円（前年同四半期は12百万円の四半期純利益）になりました。 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産の部では、有形固定資産が33百万円増加しましたが、現金及び預金が１億円減少したこと等によ

り、資産合計は前連結会計年度末に比べ28百万円減少の104億82百万円になりました。 

負債の部では、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が２億87百万円、未払法人税等

が83百万円、支払手形及び買掛金が44百万円減少しましたが、短期借入金が４億80百万円増加したこと

等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ42百万円増加の70億１百万円になりました。 

純資産の部では、利益剰余金が59百万円、その他有価証券評価差額金が12百万円減少したこと等によ

り、純資産合計は前連結会計年度末に比べ71百万円減少の34億81百万円になりました。 
 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社連結グループの連結業績予想については、平成24年５月９日に公表しました予想数値に変更はあ

りません。 
 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後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。 
なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,612,068 1,511,256

受取手形及び売掛金 15,485 18,224

原材料及び貯蔵品 106,461 107,650

繰延税金資産 54,240 62,959

その他 30,020 70,998

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,818,154 1,770,965

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,490,522 1,464,997

土地 5,850,506 5,933,295

その他（純額） 233,686 209,515

有形固定資産合計 7,574,715 7,607,808

無形固定資産 44,621 43,795

投資その他の資産   

投資有価証券 356,224 335,327

繰延税金資産 20,396 28,767

その他 728,583 727,233

貸倒引当金 △31,075 △31,075

投資その他の資産合計 1,074,129 1,060,253

固定資産合計 8,693,466 8,711,856

資産合計 10,511,621 10,482,822

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 401,380 356,435

短期借入金 590,000 1,070,000

1年内返済予定の長期借入金 1,351,526 1,305,531

未払法人税等 92,961 9,460

賞与引当金 86,000 41,750

その他 539,386 582,459

流動負債合計 3,061,253 3,365,636

固定負債   

社債 167,000 160,000

長期借入金 3,575,052 3,333,447

退職給付引当金 13,913 18,133

資産除去債務 22,699 22,821

その他 118,614 101,478

固定負債合計 3,897,279 3,635,881

負債合計 6,958,532 7,001,517
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金 1,488,147 1,488,147

利益剰余金 883,582 824,554

自己株式 △502 △570

株主資本合計 3,519,238 3,460,141

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,849 21,163

その他の包括利益累計額合計 33,849 21,163

純資産合計 3,553,088 3,481,304

負債純資産合計 10,511,621 10,482,822
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,599,834 2,409,407

売上原価 1,484,544 1,400,695

売上総利益 1,115,289 1,008,711

販売費及び一般管理費 1,060,468 1,005,028

営業利益 54,821 3,682

営業外収益   

受取利息 2,460 2,555

受取配当金 3,128 3,511

受取手数料 2,940 838

受取賃貸料 1,526 1,514

その他 499 394

営業外収益合計 10,555 8,814

営業外費用   

支払利息 28,917 27,671

その他 646 974

営業外費用合計 29,563 28,646

経常利益又は経常損失（△） 35,813 △16,149

特別損失   

固定資産除却損 52 －

特別損失合計 52 －

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（△）

35,760 △16,149

法人税、住民税及び事業税 10,963 11,575

法人税等調整額 12,114 △10,179

法人税等合計 23,078 1,396

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

12,682 △17,545

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,682 △17,545
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 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失(△)

12,682 △17,545

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,130 △12,686

その他の包括利益合計 28,130 △12,686

四半期包括利益 40,812 △30,231

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 40,812 △30,231
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。  

 

（４）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。  

 
 

（開示の省略） 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、その他の注記事項、個別情報等は第１四半

期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ております。 
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