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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 13,468 13.7 44 ― 76 ― 33 ―
24年3月期第1四半期 11,841 5.9 △111 ― △72 ― △20 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △16百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △20百万円 （―％）

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 8.75 ―
24年3月期第1四半期 △5.37 ―

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 18,143 4,111 22.7
24年3月期 17,435 4,173 23.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,111百万円 24年3月期  4,173百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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) 26,000 6.1 0 ― 70 94.0 30 △21.4 7.73
通期 54,000 5.8 450 18.4 500 22.4 250 43.8 64.45



(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）  ：  有  

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。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３ページ「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 1社 （社名）
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMI
TED

、 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 3,882,500 株 24年3月期 3,882,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,478 株 24年3月期 3,478 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,879,022 株 24年3月期1Q 3,879,022 株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興特需等に支えられ、緩やか

な景気回復の兆候が見られるものの、欧州の債務問題や世界景気の減速感が増す中、円高・株安の進行

やデフレ傾向が強まる等、依然として企業を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。 

 当社グループが事業活動の中心としております外食・中食市場におきましても、全般的に消費者の節

約志向、低価格志向は続き、今後さらに電力供給の制約や料金の値上げおよび原材料の高騰が予想され

る等、一層の厳しさを増しております。 

 このような状況のもと、当社グループは「第二次Ｃ＆Ｇ経営計画」（平成24年４月～平成27年３月）

の初年度にあたり、「頼れる食のパートナー」を掲げ、「お客様満足度No.1」、「三大都市圏No.1」の

実現を目指し、諸施策の実行・推進と営業利益の向上を活動方針に取り組んでまいりました。また、海

外事業の基盤確立のために、平成24年５月中国四川省成都市に久華世（成都）商貿有限公司を設立し、

海外での業務用食材卸売事業の取り組みを始めました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は134億68百万円(前年同四半期

比13.7％増)、営業利益44百万円(前年同四半期１億11百万円の営業損失)、経常利益76百万円(前年同四

半期72百万円の経常損失)、四半期純利益33百万円(前年同四半期20百万円の四半期純損失)となりまし

た。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 (食材卸売事業)  

 当セグメントにおきましては、引き続き首都圏エリアでの積極的な営業強化を進めました。また中京

圏および関西圏エリアにおきましても新規顧客の獲得や既存顧客の深耕等積極的な営業強化に取り組み

ました。中京圏エリアでは、酒類販売業の株式会社サカツ コーポレーションと業界を越えた業務提携

を結び、販路拡大に取り組んでおります。さらに生鮮野菜の販売では、業務改善と物流効率化の徹底を

図り収益の向上に努めてまいりました。 

 このような結果、売上高は125億80百万円と前年同四半期と比べ14億46百万円（13.0％）の増収、セ

グメント利益（営業利益）は２億６百万円と前年同四半期と比べ１億29百万円（168.2％）の増益とな

りました。 

  

 (食材製造事業) 

  

 (不動産賃貸事業) 

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

 当セグメントにおきましては、引き続き自社ブランド商品の販売強化に努め、また継続的な品質向上

とコストダウンにも取り組んでまいりました。

 このような結果、売上高は８億91百万円と前年同四半期と比べ１億79百万円（25.3％）の増収、セグ

メント利益（営業利益）は43百万円と前年同四半期と比べ40百万円（―％）の増益となりました。

 当セグメントにおきましては、主に連結子会社を対象に不動産賃貸を行っております。当事業の売上

高は38百万円と前年同四半期と比べ０百万円（0.5％）の増収、セグメント利益（営業利益）は30百万

円と前年同四半期と比べ０百万円（0.6％）の増益となりました。
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当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億８百万円増加し、181億43百

万円となりました。これは主として現金及び預金が７億27百万円、有形固定資産が１億74百万円増加

し、投資その他資産のその他が２億24百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ７億70百万円増加し、140億32百万

円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が８億７百万円増加したことによるものです。

当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、41億11百万円と

なりました。これは主としてその他有価証券評価差額金が35百万円減少したことによるものです。こ

の結果、自己資本比率は前会計年度末の23.9％から22.7％となりました。 

  

連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後の様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。現時点での連結業績予想につきましては、平成24年５月

14日に公表いたしました連結業績予想に修正はありません。 

  

（２）連結財政状態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
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前連結会計年度末において、持分法適用非連結子会社であったKISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED

については、経営戦略上の重要性が増したことから、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に加え

ております。 

変更後の連結子会社数は、３社です。  

  

(会計上の見積りの変更と区分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は、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。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,042,477 4,770,002

受取手形及び売掛金 6,946,174 7,055,118

商品及び製品 1,697,990 1,701,948

原材料及び貯蔵品 142,357 177,619

その他 761,866 657,981

貸倒引当金 △45,770 △49,682

流動資産合計 13,545,095 14,312,987

固定資産

有形固定資産 1,781,033 1,955,135

無形固定資産 112,155 101,085

投資その他の資産

その他 2,072,635 1,847,715

貸倒引当金 △75,593 △73,504

投資その他の資産合計 1,997,042 1,774,210

固定資産合計 3,890,231 3,830,431

資産合計 17,435,326 18,143,419

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,461,051 10,268,648

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 583,988 603,988

未払法人税等 122,737 81,035

賞与引当金 173,912 97,377

その他 1,174,317 1,386,393

流動負債合計 11,556,006 12,477,442

固定負債

社債 80,000 80,000

長期借入金 1,060,856 919,859

退職給付引当金 154,216 159,082

役員退職慰労引当金 175,476 178,576

その他 234,893 217,400

固定負債合計 1,705,441 1,554,918

負債合計 13,261,448 14,032,360

純資産の部

株主資本

資本金 302,250 302,250

資本剰余金 291,900 291,900

利益剰余金 3,443,521 3,430,910

自己株式 △1,722 △1,722

株主資本合計 4,035,949 4,023,338

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 120,805 85,419

為替換算調整勘定 17,122 2,300

その他の包括利益累計額合計 137,928 87,720

純資産合計 4,173,877 4,111,058

負債純資産合計 17,435,326 18,143,419
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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 11,841,792 13,468,261

売上原価 9,936,370 11,249,656

売上総利益 1,905,421 2,218,605

販売費及び一般管理費

給料 428,722 447,618

賞与引当金繰入額 84,380 87,278

役員退職慰労引当金繰入額 4,400 3,100

運賃 938,224 998,664

貸倒引当金繰入額 6,468 2,940

その他 554,748 634,901

販売費及び一般管理費合計 2,016,944 2,174,502

営業利益又は営業損失（△） △111,522 44,103

営業外収益

物流業務受託収入 10,299 10,128

その他 52,352 48,592

営業外収益合計 62,651 58,720

営業外費用

物流業務受託収入原価 15,744 12,739

その他 8,309 13,363

営業外費用合計 24,053 26,103

経常利益又は経常損失（△） △72,924 76,720

特別利益

退職給付制度改定益 61,018 －

特別利益合計 61,018 －

特別損失

固定資産除却損 6,500 －

特別損失合計 6,500 －

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（△）

△18,405 76,720

法人税、住民税及び事業税 3,754 81,626

法人税等調整額 △1,327 △38,843

法人税等合計 2,426 42,783

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（△）

△20,831 33,937

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,831 33,937
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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（△）

△20,831 33,937

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △112 △35,386

為替換算調整勘定 － △14,821

その他の包括利益合計 △112 △50,208

四半期包括利益 △20,944 △16,271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,944 △16,271

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

 該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 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） 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位:千円）

 
  

２.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び 

   当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

(単位:千円）

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

食材卸売事業 食材製造事業 不動産賃貸事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 11,127,592 711,267 2,932 11,841,792

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

6,901 ─ 35,278 42,180

計 11,134,494 711,267 38,211 11,883,972

セグメント利益 76,867 2,584 30,517 109,969

利  益 金  額

 報告セグメント計 109,969

 セグメント間取引消去 3,474

 全社費用（注） △224,966

 四半期連結損益計算書の営業損失（△） △111,522
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Ⅱ 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） 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位:千円）

 
（注） 「サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に

記載のとおり、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日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したた

め、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

    これによる、当第１四半期連結累計期間の各セグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

２.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び 

   当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

(単位:千円）

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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） 

 該当事項はありません。  

  

食材卸売事業 食材製造事業 不動産賃貸事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 12,573,884 891,260 3,117 13,468,261

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

6,872 ─ 35,278 42,151

計 12,580,757 891,260 38,395 13,510,413

セグメント利益 206,175 43,211 30,704 280,092

利  益 金  額

 報告セグメント計 280,092

 セグメント間取引消去 1,034

 全社費用（注） △237,023

 四半期連結損益計算書の営業利益 44,103

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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