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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

25年3月期 9,608 △8.7 99 △67.7 3 △98.2 △20 ―
24年3月期 10,523 △1.8 309 27.0 215 47.6 94 ―

（注）包括利益 25年3月期 33百万円 （△77.2％） 24年3月期 147百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 △1.73 ― △0.6 0.0 1.0
24年3月期 8.42 ― 2.8 2.0 2.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 10,579 3,502 33.1 295.50
24年3月期 10,511 3,553 33.8 299.69

（参考） 自己資本   25年3月期  3,502百万円 24年3月期  3,553百万円

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

25年3月期 0 59 115 1,452
24年3月期 388 △36 △332 1,276

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 79 83.1 2.4
25年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 82 ― 2.4
26年3月期(予想) ― 3.50 ― 3.50 7.00 26.1

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

 

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) 4,725 2.3 19 ― △44 ― 122 ― 10.34
通期 10,319 7.4 390 290.3 276 ― 318 ― 26.86



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 2,995 株 24年3月期 912 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 11,854,789 株 24年3月期 11,249,808 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

25年3月期 9,594 △8.7 45 △82.6 △21 ― △24 ―
24年3月期 10,510 △1.8 259 34.7 194 56.7 94 ―

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

25年3月期 △2.08 ―
24年3月期 8.44 ―

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

25年3月期 10,466 3,405 32.5 287.31
24年3月期 10,404 3,460 33.3 291.85

（参考） 自己資本 25年3月期  3,405百万円 24年3月期  3,460百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、添付資料２ページ「1.経営成績・財政状態に関する分析(１)経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 

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) 4,719 2.3 △6 ― △40 ― 136 ― 11.52
通期 10,305 7.4 334 640.7 250 ― 313 ― 26.41
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度のわが国経済は、政権交代後の円安、株高の流れから景気回復の期待感が高まってい

るものの、海外の景気減速の影響を受け先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループにおきましては、売上高増加をめざし、新規客を増加させる販売企画を実施してまいり

ました。また、宅配コースの統廃合や拡販方法の効率化による経費改善にも取り組んでまいりましたが、

依然として消費者の節約・低価格志向は根強く、加えて、介護業者や弁当宅配業の配食サービスの広が

りも影響し、販売面では、メニュー商品売上高は 88 億６百万円（前年度比 90.8％）になり、特売商品売

上高については、８億１百万円（前年度比 96.9％）になりました。他方、天候不順などの理由により野

菜等の仕入価格が上昇しましたが、生産効率、販売効率の改善に努め、販売費及び一般管理費は 38 億 72

百万円になり、前年度に比べ２億 18 百万円改善しました。 

以上により、当連結会計年度の業績は、売上高 96 億８百万円（前年度比 91.3％）、経常利益３百万円

（前年度比 1.8％）、当期純損失は 20 百万円（前年度は 94 百万円の当期純利益）になりました。 

第４四半期連結会計期間には、創立３５周年特別サービスポイントを付けた特別メニューの販売を開

始しました。また、お客様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とい

う経営の基本を徹底するため、１．安全・安心  ２．接客  ３．材料・メニューの良さの３項目を

行動基準に定め、社員の意識改革に取り組んでおります。さらに、営業指導体制を刷新し、幹部社員教

育を実施するなどして販売体制の強化をした結果、顧客軒数の減少に歯止めがかかり、増加基調に入っ

てまいりました。 

 

(次期の見通し） 

  翌連結会計年度のわが国経済は、輸出環境の改善や経済政策、金融政策を背景に、国内経済全体に景

気回復への期待感があります。 

 当社グループは、食材宅配を通して社会貢献を行う企業として、引き続き一般家庭での受注増加に全

力を尽くしてまいります。また、高齢化社会が到来する中、介護事業における食の需要が増大しており、

その事業者向けの販路開拓に取り組んでまいります。また、最近では土地等資産価格が上昇してまいり

ました。今後、売却等を含め資産の有効活用を行い、財務改善に向けて努力をしてまいります。 

なお、当期末３月に土地 850 坪を４億 84 百万円にて譲渡契約をし、４月 18 日に土地の引渡をしまし

たので、翌連結会計年度に１億 97 百万円の特別利益を計上しております。 

以上により、次期の業績につきましては、売上高は 103 億 19 百万円、営業利益は３億 90 百万円、経

常利益は２億 76 百万円、当期純利益は３億 18 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 

資産の部では、長期預金が１億 99 百万円減少し、現金及び預金が１億 67 百万円、投資有価証券が

81 百万円増加したこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ 67 百万円増加の 105 億 79 百万

円になりました。 

②負債 

負債の部では、支払手形及び買掛金が 41 百万円、未払法人税等が 66 百万円、社債（１年内償還予

定の社債を含む）が 62 百万円、賞与引当金が 55 百万円減少し、借入金（短期借入金、１年内返済予

定の長期借入金及び長期借入金の合計）が３億 49 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１億 18 百万円増加の 70 億 76 百万円になりました。 

③純資産 

純資産の部では、その他有価証券評価差額金が 54 百万円増加しましたが、利益剰余金が 1 億 3 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 50 百万円減少の 35 億 2 百万円にな

りました。 
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（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、前連結会計年度末に比べ１

億 75 百万円増加し、14億 52 百万円になりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は 11 万円（前連結会計年度は３億 88 百万

円の増加）になりました。これは、主に減価償却費２億６百万円の計上等により資金が増加しました

が、法人税等の支払額１億 16 百万円、仕入債務の減少額 41 百万円、賞与引当金の減少額 55 百万円等

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、増加した資金は 59 百万円（前連結会計年度は 36 百万円

を使用）になりました。これは、有形固定資産の取得１億 34 百万円、定期預金の預入 83 百万円等に

より資金が減少しましたが、定期預金の払戻２億 90 百万円により資金が増加し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、増加した資金は１億 15 百万円（前連結会計年度は３億 32

百万円の減少）になりました。これは、主に長期借入金の返済による支出 14 億 20 百万円により資金

が減少しましたが、長期借入による収入 16 億円により資金が増加したこと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 

 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％） 29.4 33.8 33.1

時価ベースの自己資本比率（％） 59.4 53.9 52.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 34.8 14.8 51,352.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.6 3.4 0.0 

（注）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、以下の算式で算定しております。 

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 

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。 

 

（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、配当政策は、株主様

の期待に応える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、安定配当を行うという観点から、当期、剰余金の配当は、１株当たり期末配当金 3.5

円と中間配当金 3.5 円とを合わせて年間７円としております。 

 また、次期の配当は、経済状況の先行きが不透明な中、経営基盤の強化ならびに将来の事業展開

へ備えるため内部留保を勘案し、中間、期末ともに 3.5 円の年間 7 円を予定しています。さらに、

株主優待については、従来どおり行ってまいります。真心を込めて作り上げた当社商品を株主の皆

様へお贈りし、当社への信頼とご理解をより深めて頂きたいと存じます。 
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２．企業集団の状況 

 「事業の系統図（事業の内容）」 

最近の有価証券報告書（平成 24 年６月 28 日提出）から重要な変更がないため開示を省略しており

ます。 

 

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、株主様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、株主様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にしています。 

 

（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、カテゴリー別の献立表と共

に、宅配という方法で、一般家庭に直接お届けしています。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、売上高の伸長を確保するために、既存エリア内での販売力の強化と周

辺新規エリアへの積極的な販路拡大を行ってまいります。また、お客様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 新分野として、介護事業等法人向け事業の拡大を図ってまいります。 

③ 以上の事業発展の為に、必要な商品開発を行い、食品メーカーとしての位置づけも図ってま

いります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

増収増益を達成するために、顧客数の増加に重点を置いた経営をしてまいります。また、組織内

部における業務改善意識の高揚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

員には、具体的な行動を真剣に実行するという意識改革が要求されております。これを徹底するた

め、１．安全・安心  ２．接客  ３．材料・メニューの良さの３項目を行動基準に定め、業績

の向上に努めてまいります。 

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、時代に合ったシステム改善を行いながら、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改善を図るため、保有する

土地等資産の売却を行ってまいります。 

 具体的には、以下の目的のための所要資金として活用します。 

① 有利子負債を圧縮し、財務体質を改善してまいります。 

② 中長期的な会社の経営戦略に必要な受発注システムの構築や生産設備の増強等に活用して

まいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,612,068 1,779,801

受取手形及び売掛金 15,485 16,181

原材料及び貯蔵品 106,461 103,240

繰延税金資産 54,240 52,246

その他 30,020 40,109

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,818,154 1,991,456

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,802,631 2,852,785

減価償却累計額 △1,312,108 △1,424,110

建物及び構築物（純額） 1,490,522 1,428,675

機械装置及び運搬具 48,497 48,792

減価償却累計額 △39,857 △41,938

機械装置及び運搬具（純額） 8,640 6,854

工具、器具及び備品 278,921 285,601

減価償却累計額 △243,315 △253,593

工具、器具及び備品（純額） 35,605 32,007

土地 5,850,506 5,933,295

リース資産 391,196 389,332

減価償却累計額 △201,755 △212,717

リース資産（純額） 189,440 176,615

有形固定資産合計 7,574,715 7,577,447

無形固定資産 44,621 61,293

投資その他の資産   

投資有価証券 356,224 438,042

繰延税金資産 20,396 19,936

その他 728,583 491,394

貸倒引当金 △31,075 －

投資その他の資産合計 1,074,129 949,373

固定資産合計 8,693,466 8,588,114

資産合計 10,511,621 10,579,571
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 401,380 359,706

短期借入金 590,000 760,000

1年内償還予定の社債 62,000 42,000

1年内返済予定の長期借入金 1,351,526 1,202,696

リース債務 81,757 72,639

未払法人税等 92,961 26,660

未払消費税等 37,781 5,581

賞与引当金 86,000 31,000

その他 357,846 375,466

流動負債合計 3,061,253 2,875,750

固定負債   

社債 167,000 125,000

長期借入金 3,575,052 3,903,332

リース債務 117,507 113,233

退職給付引当金 13,913 35,258

資産除去債務 22,699 23,188

その他 1,106 1,087

固定負債合計 3,897,279 4,201,100

負債合計 6,958,532 7,076,850

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 883,582 780,037

自己株式 △502 △1,455

株主資本合計 3,519,238 3,414,739

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 87,981

その他の包括利益累計額合計 33,849 87,981

純資産合計 3,553,088 3,502,721

負債純資産合計 10,511,621 10,579,571
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 10,523,649 9,608,887

売上原価 6,122,010 5,635,976

売上総利益 4,401,638 3,972,910

販売費及び一般管理費 4,091,875 3,872,990

営業利益 309,763 99,920

営業外収益   

受取利息 9,678 7,512

受取配当金 5,706 6,480

受取保険金 1,014 981

受取手数料 7,677 3,248

受取賃貸料 5,778 5,564

投資有価証券運用益 1,792 －

その他 2,291 4,169

営業外収益合計 33,940 27,957

営業外費用   

支払利息 117,684 114,464

シンジケートローン手数料 2,374 2,177

投資有価証券運用損 － 4,999

その他 7,991 2,434

営業外費用合計 128,050 124,074

経常利益 215,653 3,804

税金等調整前当期純利益 215,653 3,804

法人税、住民税及び事業税 116,425 51,389

法人税等調整額 4,509 △27,027

法人税等合計 120,934 24,361

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

94,718 △20,557

当期純利益又は当期純損失（△） 94,718 △20,557
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

94,718 △20,557

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 52,383 54,131

その他の包括利益合計 52,383 54,131

包括利益 147,102 33,574

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 147,102 33,574
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,148,010 1,148,010

当期末残高 1,148,010 1,148,010

資本剰余金   

当期首残高 1,616,944 1,488,147

当期変動額   

自己株式の処分 △128,796 －

当期変動額合計 △128,796 －

当期末残高 1,488,147 1,488,147

利益剰余金   

当期首残高 865,690 883,582

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,718 △20,557

当期変動額合計 17,892 △103,545

当期末残高 883,582 780,037

自己株式   

当期首残高 △501,602 △502

当期変動額   

自己株式の取得 △46,052 △953

自己株式の処分 547,152 －

当期変動額合計 501,100 △953

当期末残高 △502 △1,455

株主資本合計   

当期首残高 3,129,042 3,519,238

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,718 △20,557

自己株式の取得 △46,052 △953

自己株式の処分 418,355 －

当期変動額合計 390,195 △104,498

当期末残高 3,519,238 3,414,739
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △18,533 33,849

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,383 54,131

当期変動額合計 52,383 54,131

当期末残高 33,849 87,981

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △18,533 33,849

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,383 54,131

当期変動額合計 52,383 54,131

当期末残高 33,849 87,981

純資産合計   

当期首残高 3,110,508 3,553,088

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,718 △20,557

自己株式の取得 △46,052 △953

自己株式の処分 418,355 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,383 54,131

当期変動額合計 442,579 △50,367

当期末残高 3,553,088 3,502,721
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 215,653 3,804

減価償却費 221,821 206,150

のれん償却額 1,457 1,434

長期前払費用償却額 790 790

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △55,000

前払年金費用の増減額（△は増加） 20,039 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,808 21,345

受取利息及び受取配当金 △15,385 △13,993

支払利息 117,684 114,464

投資有価証券運用損益（△は益） △1,792 4,999

売上債権の増減額（△は増加） 2,091 △696

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,753 3,221

仕入債務の増減額（△は減少） △17,500 △41,674

前受金の増減額（△は減少） △47,496 22,899

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,212 △28,326

その他 56,296 △22,132

小計 565,433 217,287

利息及び配当金の受取額 14,599 13,763

利息の支払額 △115,770 △114,675

法人税等の支払額 △75,832 △116,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,429 117

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △52,411 △83,602

定期預金の払戻による収入 20,270 290,875

有形固定資産の取得による支出 △21,445 △134,109

無形固定資産の取得による支出 － △15,580

投資有価証券の取得による支出 △12,002 △12,003

投資有価証券の償還による収入 14,067 8,800

差入保証金の回収による収入 5,348 5,697

その他 10,044 △293

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,129 59,784

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） △465,000 170,000

長期借入れによる収入 1,380,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,297,611 △1,420,550

社債の償還による支出 △158,000 △62,000

リース債務の返済による支出 △87,551 △87,828

自己株式の取得による支出 △46,052 △953

自己株式の処分による収入 418,355 －

配当金の支払額 △76,981 △83,063

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,840 115,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,459 175,506

現金及び現金同等物の期首残高 1,257,135 1,276,595

現金及び現金同等物の期末残高 1,276,595 1,452,101
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成 24 年６月 28 日提出）における記載から重要な変更がないため開示

を省略しております。 

 

（７）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 

該当事項はありません。 

 

（８）会計方針の変更 

（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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

(セグメント情報) 

当社グループは、食品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。 
  

(１株当たり情報) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日）

（自 平成24年４月１日  
至 平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 299.69円 295.50円 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損
失（△） 8.42円 △1.73円 

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後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。 

   ２．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。   

３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 94,718 △20,557 

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又は 
普通株式に係る当期純損失（△）（千円） 

94,718 △20,557 

期中平均株式数（株） 11,249,808 11,854,789 

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度末 当連結会計年度末 

 （平成24年３月31日） （平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 3,553,088 3,502,721 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,553,088 3,502,721 

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） 11,855,757 11,853,674 
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(重要な後発事象) 

固定資産の譲渡 

当社は、平成 25 年３月 27 日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり固定資産を譲渡する契約

を結んでおります。 

①譲渡の理由 

経営資源の効率的な活用並びに財務体質の強化を図るため、当該物件を譲渡するものであり

ます。 

②譲渡する相手会社の名称 

譲渡の相手先（法人）に関しましては、相手先に対する守秘義務により開示は控えておりま

す。なお、当社と譲渡先との間には特筆すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 

③譲渡資産の種類、譲渡前の使途 

土地：東京都町田市小山ヶ丘２丁目１番 13 号～15 号 

譲渡前の使途：東京支社用地 

④譲渡の日程 

取締役会決議日  平成 25 年 3 月 27 日 

契約締結日    平成 25 年 3 月 27 日 

物件引渡期日   平成 25 年４月 18 日 

⑤譲渡価額等 

帳簿価額：272,037 千円 

譲渡価額：484,500 千円 

⑥当該事象の損益に与える影響額 

翌連結会計年度に 197,867 千円の特別利益を計上しております。 

 

（販売の状況） 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 商 品 別 

金 額 前年度比 金 額 前年度比

 

メ ニ ュ － 商 品 

千円

9,695,966

％

97.8

千円 

8,806,918 

％

90.8

特 売 商 品 827,682 102.4 801,968 96.9

計 10,523,649 98.2 9,608,887 91.3

 

（開示の省略） 

連結貸借対照表関係及び連結損益計算書関係、連結包括利益計算書関係、連結株主資本等変動計算

書関係、連結キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引関係、関連当事者との取引関係、税効果会

計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプショ

ン等関係、資産除去債務関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

は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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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,492,207 1,657,195

売掛金 14,480 14,839

原材料及び貯蔵品 105,151 100,391

前払費用 26,780 24,930

繰延税金資産 52,464 50,697

未収入金 2,736 1,154

その他 179 13,416

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,693,878 1,862,502

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,330,160 2,369,736

減価償却累計額 △970,345 △1,056,843

建物（純額） 1,359,815 1,312,893

構築物 471,629 481,874

減価償却累計額 △340,921 △366,407

構築物（純額） 130,707 115,467

機械及び装置 34,503 34,798

減価償却累計額 △27,739 △29,269

機械及び装置（純額） 6,764 5,529

車両運搬具 11,993 11,993

減価償却累計額 △11,586 △11,770

車両運搬具（純額） 407 223

工具、器具及び備品 271,781 277,238

減価償却累計額 △236,820 △246,551

工具、器具及び備品（純額） 34,960 30,687

土地 5,818,593 5,901,382

リース資産 391,196 389,332

減価償却累計額 △201,755 △212,717

リース資産（純額） 189,440 176,615

有形固定資産合計 7,540,689 7,542,798

無形固定資産   

のれん 2,458 1,024

借地権 5,999 5,999

ソフトウエア 3,656 14,221

その他 32,143 39,684

無形固定資産合計 44,257 60,929
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 356,224 438,042

関係会社株式 55,171 55,171

出資金 166 166

長期債権 31,075 －

長期前払費用 10,120 8,204

繰延税金資産 18,187 16,846

長期預金 500,000 300,500

差入保証金 144,100 138,888

その他 42,011 42,404

貸倒引当金 △31,075 －

投資その他の資産合計 1,125,982 1,000,223

固定資産合計 8,710,929 8,603,951

資産合計 10,404,807 10,466,454

負債の部   

流動負債   

買掛金 401,246 358,815

短期借入金 590,000 760,000

1年内償還予定の社債 62,000 42,000

1年内返済予定の長期借入金 1,351,526 1,202,696

リース債務 81,757 72,639

未払金 147,968 155,233

未払費用 157,576 146,255

未払法人税等 81,899 15,470

未払消費税等 36,373 4,303

前受金 23,749 46,648

預り金 34,559 33,578

賞与引当金 84,000 30,000

その他 462 397

流動負債合計 3,053,118 2,868,038

固定負債   

社債 167,000 125,000

長期借入金 3,575,052 3,903,332

リース債務 117,507 113,233

退職給付引当金 8,227 26,943

資産除去債務 22,699 23,188

その他 1,093 1,067

固定負債合計 3,891,580 4,192,764

負債合計 6,944,699 7,060,802
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金   

資本準備金 611,806 611,806

その他資本剰余金 876,341 876,341

資本剰余金合計 1,488,147 1,488,147

利益剰余金   

利益準備金 115,004 115,004

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 675,598 567,963

利益剰余金合計 790,603 682,968

自己株式 △502 △1,455

株主資本合計 3,426,258 3,317,670

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,849 87,981

評価・換算差額等合計 33,849 87,981

純資産合計 3,460,108 3,405,651

負債純資産合計 10,404,807 10,466,454
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 10,510,304 9,594,375

売上原価 6,137,201 5,652,852

売上総利益 4,373,103 3,941,522

販売費及び一般管理費   

販売促進費 342,321 363,804

広告宣伝費 62,926 69,757

役員報酬 53,282 53,090

給料及び手当 2,063,658 1,934,299

賞与引当金繰入額 61,600 21,445

退職給付費用 72,453 61,705

福利厚生費 346,385 338,568

地代家賃 131,885 132,127

賃借料 30,623 19,922

修繕費 78,892 82,673

減価償却費 155,981 143,629

燃料水道光熱費 180,699 176,038

租税公課 66,067 63,358

保険料 53,190 43,253

その他 414,120 392,722

販売費及び一般管理費合計 4,114,090 3,896,396

営業利益 259,012 45,126

営業外収益   

受取利息 9,678 7,512

受取配当金 35,706 36,480

受取保険金 1,014 981

受取手数料 7,677 3,248

受取賃貸料 5,707 5,377

投資有価証券運用益 1,792 －

その他 1,957 3,475

営業外収益合計 63,534 57,075

営業外費用   

支払利息 114,625 112,347

社債利息 2,944 1,989

シンジケートローン手数料 2,374 2,177

投資有価証券運用損 － 4,999

その他 7,991 2,434

営業外費用合計 127,936 123,946

経常利益又は経常損失（△） 194,611 △21,744

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 194,611 △21,744

法人税、住民税及び事業税 94,571 29,276

法人税等調整額 5,139 △26,373

法人税等合計 99,711 2,902

当期純利益又は当期純損失（△） 94,900 △24,647
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,148,010 1,148,010

当期末残高 1,148,010 1,148,010

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 611,806 611,806

当期末残高 611,806 611,806

その他資本剰余金   

当期首残高 1,005,138 876,341

当期変動額   

自己株式の処分 △128,796 －

当期変動額合計 △128,796 －

当期末残高 876,341 876,341

資本剰余金合計   

当期首残高 1,616,944 1,488,147

当期変動額   

自己株式の処分 △128,796 －

当期変動額合計 △128,796 －

当期末残高 1,488,147 1,488,147

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 115,004 115,004

当期末残高 115,004 115,004

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 657,524 675,598

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,900 △24,647

当期変動額合計 18,074 △107,634

当期末残高 675,598 567,963

利益剰余金合計   

当期首残高 772,529 790,603

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,900 △24,647

当期変動額合計 18,074 △107,634

当期末残高 790,603 682,968
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △501,602 △502

当期変動額   

自己株式の取得 △46,052 △953

自己株式の処分 547,152 －

当期変動額合計 501,100 △953

当期末残高 △502 △1,455

株主資本合計   

当期首残高 3,035,881 3,426,258

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,900 △24,647

自己株式の取得 △46,052 △953

自己株式の処分 418,355 －

当期変動額合計 390,377 △108,588

当期末残高 3,426,258 3,317,670

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △18,533 33,849

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,383 54,131

当期変動額合計 52,383 54,131

当期末残高 33,849 87,981

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △18,533 33,849

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,383 54,131

当期変動額合計 52,383 54,131

当期末残高 33,849 87,981

純資産合計   

当期首残高 3,017,347 3,460,108

当期変動額   

剰余金の配当 △76,826 △82,987

当期純利益又は当期純損失（△） 94,900 △24,647

自己株式の取得 △46,052 △953

自己株式の処分 418,355 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52,383 54,131

当期変動額合計 442,761 △54,456

当期末残高 3,460,108 3,405,651
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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）重要な後発事象 

固定資産の譲渡 

当社は、平成 25 年３月 27 日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり固定資産を譲渡する契約

を結んでおります。 

①譲渡の理由 

経営資源の効率的な活用並びに財務体質の強化を図るため、当該物件を譲渡するものであり

ます。 

②譲渡する相手会社の名称 

譲渡の相手先（法人）に関しましては、相手先に対する守秘義務により開示は控えておりま

す。なお、当社と譲渡先との間には特筆すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 

③譲渡資産の種類、譲渡前の使途 

土地：東京都町田市小山ヶ丘２丁目１番 13 号～15 号 

譲渡前の使途：東京支社用地 

④譲渡の日程 

取締役会決議日  平成 25 年 3 月 27 日 

契約締結日    平成 25 年 3 月 27 日 

物件引渡期日   平成 25 年４月 18 日 

⑤譲渡価額等 

帳簿価額：272,037 千円 

譲渡価額：484,500 千円 

⑥当該事象の損益に与える影響額 

翌事業年度に 197,867 千円の特別利益を計上しております。  
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株式会社ショクブン 

（東証・名証２部） 

平成２５年３月期 決算短信（発表資料の要約） 

 

当社の平成２５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 当連結会計年度および当事業年度の業績 

 当連結会計年度 当事業年度 

 前年度比  前年度比 

売 上 高 ９６億０８百万円 ９１．３％ ９５億９４百万円 ９１．３％

営 業 利 益 ９９百万円 ３２．３％ ４５百万円 １７．４％

経 常 利 益 ３百万円 １．８％ △２１百万円 － ％
当 期 純 利 益 △２０百万円 － ％ △２４百万円  － ％
１株当たり当期純利益 △１円７３銭 △２円０８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９６億８百万円（前年度比９１．３％）になりました。売上高増加をめざし、新規客を増加さ
せる販売企画を実施してまいりました。また、宅配コースの統廃合や拡販方法の効率化による経費改善に
も取り組んでまいりましたが、依然として消費者の節約・低価格志向は根強く、加えて、介護業者や弁当
宅配業の配食サービスの広がりも影響しました。売上高の内訳は決算短信１３ページ（販売の状況）に記
載のとおりであります。 

②  経常利益は３百万円（前年度比１．８％）になりました。天候不順などの理由により野菜等の仕入価格
が上昇しましたが、生産効率、販売効率の改善に努め、販売費及び一般管理費は３８億７２百万円になり、
前年度に比べ２億１８百万円改善しました。 

③  以上の結果、当期純損失は２０百万円（前年度は当期純利益９４百万円）になりました。 
④  第４四半期に入り当社グループは、創立３５周年特別サービスポイントを付けた特別メニューの販売を

開始しました。また、お客様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とい
う経営の基本を徹底するため、１．安全・安心  ２．接客  ３．材料・メニューの良さを行動基準に
定め、社員の意識改革に取り組んでおります。さらに、営業指導体制を刷新し、幹部社員教育を実施する
などして販売体制を強化した結果、顧客軒数の減少に歯止めがかかり、増加基調に入ってまいりました。 

 

 ロ 翌連結会計年度および翌事業年度の業績予想 

 翌連結会計年度 翌事業年度 

第２四半期累計期間 前年同期比  前年同期比 

売 上 高 ４７億２５百万円 １０２．３％ ４７億１９百万円 １０２．３％

営 業 利 益 １９百万円 ―％ △６百万円 ―％

経 常 利 益 △４４百万円 ―％ △４０百万円 ―％

当 期 純 利 益 １億２２百万円 ―％ １億３６百万円 ―％

１株当たり当期純利益 １０円３４銭  １１円５２銭  

通 期 前年度比  前年度比 

売 上 高 １０３億１９百万円 １０７．４％ １０３億０５百万円 １０７．４％

営 業 利 益 ３億９０百万円 ３９０．３％ ３億３４百万円 ７４０．７％

経 常 利 益 ２億７６百万円 ―％ ２億５０百万円 ―％

当 期 純 利 益 ３億１８百万円 ―％ ３億１３百万円 ―％
１株当たり当期純利益 ２６円８６銭 ２６円４１銭 
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２．株主還元策について 

 イ 配当金 

当期 期末は１株当たり３.５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７円になります。 

次期予定 １株当たり年間７円を予定しております。 

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 

１６千円）相当の自社製品を進呈いたします。（従来どおり） 

 

３．財政状態について 

財政状態は、決算短信の添付資料２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（２）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３３．８％から３３．１％になりました。この主な理由は、利益剰余金
の減少によるものであります。 

１株当たり純資産は、前期末の２９９円６９銭から２９５円５０銭になりました。 

 

４．設備投資について 

当期 設備金額 ２億０５百万円 主なものは 

土地取得（にしお営業所土地）           ８１百万円 

建物取得（にしお営業所建物）           ３１百万円 

リース資産                    ７０百万円 

 減価償却費 ２億０６百万円 

次期予想 設備金額 

 

１億５０百万円 主なものは 

フレッシュセンター改修              ６０百万円 

設備更新等                    ５０百万円 

リース資産                    ４０百万円 

 減価償却費 ２億円 

 

５．次期の見通しについて 

翌連結会計年度のわが国経済は、輸出環境の改善や経済政策、金融政策を背景に、国内経済全体に
景気回復への期待感があります。 

当社グループは、食材宅配を通して社会貢献を行う企業として、引き続き一般家庭での受注増加に
全力を尽くしてまいります。また、高齢化社会が到来する中、介護事業における食の需要が増大して
おり、その事業者向けの販路開拓に取り組んでまいります。また、最近では土地等資産価格が上昇して
まいりました。今後、売却等を含め資産の有効活用を行い、財務改善に向けて努力をしてまいります。 

なお、当期末３月に土地８５０坪を４億８４百万円にて譲渡契約をし、４月１８日に土地の引渡を
しましたので、翌連結会計年度に１億９７百万円の特別利益を計上しております。 

以上により、次期の業績につきましては、売上高は１０３億１９百万円、営業利益は３億９０百万
円、経常利益は２億７６百万円、当期純利益は３億１８百万円を予定しております。 

      

      以 上 

－2－




