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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

24年3月期 66,601 5.5 682 23.0 749 24.6 283 20.8
23年3月期 63,106 1.9 554 32.6 600 18.8 234 38.6

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 ％ ％ ％

24年3月期 30.66 ― 2.8 3.3 1.0
23年3月期 25.38 ― 2.3 2.8 0.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 23,467 10,374 44.2 1,121.37
23年3月期 22,009 10,208 46.4 1,103.42

（参考） 自己資本   24年3月期  10,374百万円 23年3月期  10,208百万円

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

24年3月期 △95 △155 △278 3,465
23年3月期 1,011 328 △267 3,995

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 ％ ％

23年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 166 70.9 1.6
24年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 166 58.7 1.6
25年3月期(予想) ― 9.00 ― 9.00 18.00 55.6

3. 平成25年3月期の業績予想（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）

 

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) 34,000 3.6 260 △6.8 300 △5.0 120 △11.7 12.97
通期 70,000 5.1 700 2.6 760 1.5 300 5.8 32.43



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株あたり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、16ページ「１株あたり情報」をご覧ください。 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 9,255,000 株 23年3月期 9,255,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 3,508 株 23年3月期 3,503 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 9,251,497 株 23年3月期 9,251,501 株

※ 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、 
金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了していません。 

※ 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の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。 
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P．２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災、欧州の金融危機、米国の財政赤字やタイの大洪水による経済

不安から景気が減速し、株安、円高が更に進みました。東日本大震災の復興需要も一部地域で見られましたが、 

福島第一原子力発電所の収束には長い年月を要すると共に、全国にある原子力発電所の安全性が確認できるまで 

運転再開の目途が立たない等、新たな電力供給問題が浮上しております。 

その結果、企業の財政負担の増加懸念や、生産拠点の海外移転が加速するなど、経済情勢に対する先行き不透明感

が更に高まりました。 

 当社の主要取引先であります外食産業界におきましても、節約志向が強まり外食離れから内食化が進みました。

大手外食チェーン店による低価格競争は顧客争奪戦となり、若者のアルコール離れも手伝って居酒屋業態では 

厳しい経営を余儀なくされ、更に10月施行の生肉取扱に関する厚生労働省の新基準は、焼肉業態の客離れを 

一層加速させました。 

 このような経済環境の下、当社は長期的目標であります「いい会社をつくろう」を目指し、 

平成22年４月より３ヶ年中期経営計画「チャレンジ！！スマイルＯｎｅ」を実行しております。 

２期目である当期は、基本方針として「顧客満足の推進」「適正利益の確保」「組織力の強化」を掲げ、 

全社を挙げて取り組んでまいりました。 

 営業政策としましては、５月から外食を元気にするために、全社員が当社の得意先様で外食をしようと 

「Ｗｅ Ｌｏｖｅ 外食」運動を実施いたしました。 

また、８月中旬より９月末にかけて全国14会場で秋冬提案会を、１月中旬より３月初めにかけて全国14会場で 

春夏提案会をそれぞれ開催いたしました。延べ約13,000人のお客様に御来場をいただき、テーマに沿ったメニュー

提案と業界一早い新商品の紹介及びシステム提案は、来場されましたお客様にも高い評価を頂戴し導入にも 

繋がっております。更に今後増加していく高齢者、病院、介護施設や生活習慣病予防対策として、 

主に管理栄養士を対象に「やさしいメニューセミナー＆提案会」を６月に大阪で、11月に高松で 

それぞれ開催いたしました。 

また、各地におきましても業態別にミニ提案会を開催し、お客様のお役に立てるよう行動してまいりました。 

 11月から12月には、主要仕入先様のご協力を頂き、恒例の第５回大感謝セールを実施し、お得意先様に日頃の 

御礼と利益還元をいたしました。 

 商品政策としましては、お客様のニーズにマッチした安心・安全・環境・健康に配慮した商品開発を進め、 

当期中のプライベートブランド(ＰＢ：自主企画商品)の新製品として21品、リニューアルとして17品を 

発売いたしました。 

また、当社ＰＢ商品の安心・安全の確立に向け、かねてより進めております国内外の製造委託先工場のチェックを

継続し、品質管理の徹底に努めました。 

 事業所政策としましては、営業力強化、物流品質の向上と労働環境改善の為に７月に西東京営業所を立川市に、

そして２月には神姫支店を西神戸支店に改称し、神戸市西区にそれぞれ新築移転いたしました。一方、７月末には

サンプラザ城東店を閉鎖いたしましたので、３月末現在、全国48事業所（11支店・33営業所・２センター・ 

サンプラザ２店（業務用食品スーパー））になりました。 

 売上面におきましては、既存のお得意先様との取組強化を推進し、並行して新規得意先開拓に努力する一方、 

経費の圧縮に努めました。 

  

 以上の結果、当期の業績につきましては、売上高 百万円（前期比5.5％増）、営業利益 百万円 

（前期比23.0％増）、経常利益 百万円（前期比24.6％増）、当期純利益 百万円（前期比20.8％増）と

増収増益となりました。 

     

 次期につきましても、国内外の景気は依然として不透明であり、外食業界を取り巻く経営環境は引き続き厳しい

状況が続くものと予想されます。 

 このような市場環境下、当社といたしましては、企業の安定成長のために、収益基盤の拡大と強化を図ることを

重点課題と捉え、当社の「経営理念」に基づき、様々な施策を推進してまいります。 

 営業基盤の強化・物流の効率化を図り、地域密着型営業を推進するために、今後も事業所の新築移転を検討して

まいります。また、取組先との関係を更に深化させ、顧客満足の向上と新規取引先様の開拓に、より一層注力して

まいります。 

 社会的責任を果たすべく、企業倫理、法令遵守、内部統制、環境問題、食育に取組み引き続き 

全社的に「いい会社をつくろう」運動を推進いたします。 

 次期の基本方針は、「取組先との関係深化」「自己目標の必達」「明るい職場」を掲げ全社一丸となって 

目標達成に向けて邁進してまいります。 

  

 以上により、次期の業績見通しにつきましては、売上高700億円（前期比105.1％、33億98百万円増）、 

営業利益７億円（前期比102.6％、17百万円増）、経常利益7億60百万円（前期比101.5％、10百万円増）、 

当期純利益３億円（前期比105.8％、16百万円増）を見込んでおります。 

１．経営成績

666億１ ６億82

７億49 ２億83
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(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当期末の総資産は、 百万円となり前事業年度末と比較して14億58百万円増加いたしました。 

主な要因は、期末日が銀行休業日となったことにより、受取手形及び売掛金が17億14百万円増加し、 

現金及び預金が５億29百万円減少したこと及び有形固定資産が１億89百万円減少したことによります。 

（負債） 

 負債は、 百万円となり前事業年度末と比較して12億92百万円増加いたしました。 

 主な要因は、買掛金が10億83百万円増加したこと、賞与引当金が１億77百万円増加したこと及び未払法人税等が

１億13百万円増加したことによります。 

（純資産） 

 純資産は、 百万円となり前事業年度末と比較して１億66百万円増加いたしました。 

 主な要因は、繰越利益剰余金が１億19百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が48百万円増加 

したことによります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は 百万円（前年同期比86.7％） 

となり、前事業年度末と比較して５億29百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりで 

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金収支は、95百万円の支出（前年同期は10億11百万円の収入）となりました。 

これは、税引前当期純利益が７億29百万円であったこと、仕入債務の増加が10億83百万円であったこと、 

賞与引当金の増加が１億77百万円であったものの、売上債権の増加が17億14百万円であったこと、 

法人税等の支払額が３億70百万円であったことが主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金収支は、１億55百万円の支出（前年同期は３億28百万円の収入）となりました。 

これは、敷金及び保証金の差入による支出が１億76百万円であったことが主たる要因であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金収支は、２億78百万円の支出（前年同期は２億67百万円の支出）となりました。 

これは、配当金の支払が１億66百万円とリース債務の返済による支出が１億12百万円であったことが主たる要因 

であります。 

  

 なお、キャッシュ・フロー指標は次の通りであります。 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により計算しております。

２ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

３ 有利子負債は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 

  としています。 

４ 平成20年３月期までは、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・ 

  レシオは有利子負債及び利払いが、発生していないため、記載しておりません。 

５ 平成21年３月期及び平成24年３月期は、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及び 

  インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、 

  記載しておりません。  

234億67

130億93

103億74

34億65

  平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 

自己資本比率（％）  42.1  44.2  47.3  46.4  44.2

時価ベースの自己資本比率（％）  30.7  36.4  37.4  33.2  33.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  －  －  69.0  35.0  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  56.0  112.5  －
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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につきましては、安定的かつ継続して配当を行うことが、 も重要であると 

考えております。 

 今後につきましても、株主重視の基本方針を堅持してまいります。 

 内部留保につきましては、財務体質の充実を図りながら、経営体制の効率化・省力化のための投資などに積極的に

活用し、企業体質と競争力の強化に取り組んでまいります。 

 以上の考えのもとに、当期の配当金は、１株につき18円（中間配当金９円を含む）を予定しております。 

 なお、当期の配当性向は58.7％であります。 

 次期につきましても、当期の配当方針を踏まえて、１株につき18円（中間配当金９円を含む）を予定して 

おります。 

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

  ①当社の事業内容及び業績の変動要因について 

 当社は、全国を商圏として外食産業等に対する食品材料の卸売業を営んでおります。 

業種柄、当社の取扱品目は多岐にわたっており特定品目または特定取引先に依存している事実はありませんが、 

景気動向、個人消費動向の変化による外食産業界の業況等により当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 また、当社の主要取扱品目である食品材料の一部においては、輸入商品の価格変動ならびに為替変動等により 

仕入価格が変動する場合があり、当該仕入価格の上昇を販売価格へ転嫁できない場合には、利益率が低下する等 

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 さらに、当社の取扱う商品は、天災地変、地震、津波等により被害を受けた場合、自社倉庫・委託倉庫の 

保管を問わず、当社がそのリスクを負担しなければなりません。その結果、被災商品の廃棄損が業績に影響を 

及ぼすことに留意する必要があります。 

 当社は、これらに対応するべく全社を挙げて自社ブランド商品の売上拡大、中食・給食分野への取組を強化 

しておりますが、当社への投資に当たりましては、今後とも外食産業の低迷や競争激化、為替変動により当社の 

業績が変動する可能性があることについて留意する必要があります。 

②食品衛生について 

 当社が取扱う「食」に関する商品については、その性格上、品質管理、食品衛生管理には、細心の体制確立が 

求められます。当社におきましても、商品の配送・納品については、３温度帯の配送車を全事業所にて 

配置するなど、品質劣化のないよう対応しており、また、製造委託工場の品質管理体制については、現地を 

視察し、当社独自の品質管理チェックシートによる厳正審査を実施しており、品質管理並びに食品衛生管理には、

万全の注意を払っております。 

 当社では、過去において食品の安全・衛生管理上の重大な問題が発生した事例はありませんが、当社が管理し 

取扱う食品において、今後何らかの問題が発生した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、昭和22年の創業以来、業務用食品卸売業を本業として、主に外食産業の発展に寄与することを 

使命としてまいりました。 

 さらに食の市場の変化に対応するために、給食や中食の分野にも、その販路を広め事業の拡大を推し進めて 

まいりました。 

 経営の基本は、当社の経営理念（下記ご参照）に示しておりますとおり、顧客第一主義の考えを基軸とし、 

存在感のある企業となり、顧客の発展とともに成長し続けることであります。 

 企業は、安定した業績を継続することによって、株主はもとより、社員・取引先・その他多くの関係先のご満足を

得られるものである、と確信しております。 

 なお、社会経済の環境変化はめまぐるしく、顧客のニーズも多様化し、複雑化してまいりますが、常に的確で 

誠意のある対応を心がけ、経営資源を 大限に有効活用する所存であります。 

 【当社の経営理念】 

「私達は、自己の能力を啓発し、奉仕と感謝の心をもって 

取引先にとってなくてはならない存在となり、 

社員の幸福と企業の安定成長をはかり、 

社会と食文化の発展に貢献する」 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(2）目標とする経営指標 

 平成21年３月期決算短信（平成21年４月30日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を 

省略しております。  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.oie.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社検索ページ）） 

http:///www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は中期経営計画に基づき、次の４つの主要な戦略により、業績の拡大と社内構造改革に邁進してまいります。

①人材の育成 

食品に対するあらゆる関心が高まるなか、社員一人ひとりがプロとしての見識と豊富な商品知識を持つこと、 

及び社会人としての法令遵守の精神を堅持することが不可欠です。 

そして、株主、社員、取引先、さらには社会にとって「いい会社」とは何かを問い続け、その一つとして 

新入社員教育をはじめとした「階層別教育」と「職能別教育」の充実を図り、創造性と活力のある社員の育成に

注力していきます。  

②新商品開発力の強化 

今後とも、自社ブランド商品を中心とした新商品開発を積極的に推進し、お客様の様々なニーズに対応して 

参ります。また、営業現場の声や女性社員の感性を活かしながら、「やさしいメニュー」による健康メニューを

始め、お客様に魅力あるメニューを提案し、お客様満足度の向上に努めます。 

③適正利益の確保 

地球温暖化による天候不順やＢＲＩＣＳを始めとした発展途上国の急速な消費拡大などにより、今後、中長期に

亘った食品原材料の値上がりが予想されます。また、外食市場は停滞状況にあり、適正利益を確保するのが困難

な状況にあります。 

引き続き、仕入段階での選択と集中、個々の販売に対する利益管理の徹底、物流費はじめ経費の効率的な 

使用により、利益の低下に歯止めをかける必要があります。 

④東日本地区の拡大・強化 

外食市場は東日本での市場構成比が50％を占めると推定されます。当社におきましては東日本大震災及び 

福島第一原子力発電所事故の影響などにより、当社の東日本地区構成比は低下しましたが、今後は、組織や 

要員の更なる強化により、まずは、従来の35％前後の構成比に回復させるべく、経営資源を重点的に投入し、 

販売拡大を図ります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①市場環境への対応 

わが国では長引くデフレの影響により商品の低価格化が進んできましたが、特に、農産物・畜産物・水産物に 

ついては、慢性的な需給逼迫から、今後、仕入価格の恒常的な高騰が懸念されます。 

当社といたしましては、お客様の要望に応えるべく、お得な商品の開発や調達、供給に努める一方、 

新たな価値を付加した自社ブランド商品や、新メニューの開発、提案により、需要の喚起を図ります。 

②安心・安全の確保 

食の安心・安全を求める社会の声は日増しに大きくなってきましたが、食品偽装など、食品の安心・安全への 

脅威はいまだに続いています。 

当社は、賞味期限管理システムの本格運用や、製造委託工場の定期的な視察と指導などにより、商品の 

安心・安全の確保を図ります。 

③財務報告に係る内部統制評価制度の活用 

財務報告に係る内部統制評価制度は導入より丸４年が経過しました。今後とも、本制度を活用して業務の透明性

と公正性、業務の全社標準化、効率化、更には高度化を図ります。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,905,476 4,375,900

受取手形及び売掛金 6,541,184 8,255,406

有価証券 163,184 103,000

商品及び製品 1,841,064 1,868,195

繰延税金資産 126,207 229,323

未収入金 631,927 873,962

その他 18,420 26,700

貸倒引当金 △15,054 △18,993

流動資産合計 14,212,410 15,713,495

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,412,617 1,412,617

減価償却累計額及び減損損失累計額 △508,344 △554,722

建物（純額） 904,272 857,895

建物附属設備 2,526,540 2,601,324

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,486,362 △1,638,838

建物附属設備（純額） 1,040,177 962,486

構築物 140,868 139,618

減価償却累計額及び減損損失累計額 △90,316 △96,594

構築物（純額） 50,551 43,023

機械及び装置 172,622 184,422

減価償却累計額 △113,485 △127,264

機械及び装置（純額） 59,136 57,158

車両運搬具 173,223 171,773

減価償却累計額 △80,272 △112,630

車両運搬具（純額） 92,950 59,142

工具、器具及び備品 615,586 674,754

減価償却累計額及び減損損失累計額 △364,555 △417,917

工具、器具及び備品（純額） 251,030 256,837

土地 ※1  2,695,603 ※1  2,667,703

有形固定資産合計 ※2  5,093,723 ※2  4,904,246

無形固定資産   

ソフトウエア 81,401 161,983

ソフトウエア仮勘定 － 2,216

電話加入権 26,614 26,614

施設利用権 653 552

無形固定資産合計 108,668 191,365

投資その他の資産   

投資有価証券 542,348 650,242

差入保証金 1,421,778 1,534,312

会員権 40,304 40,304

保険積立金 30,960 30,960

破産更生債権等 86,283 106,880

繰延税金資産 487,551 407,274

その他 67,411 2,165

貸倒引当金 △82,133 △113,314

投資その他の資産合計 2,594,504 2,658,825

固定資産合計 7,796,896 7,754,437

資産合計 22,009,306 23,467,933
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,397,842 9,481,775

リース債務 108,481 141,613

未払金 209,513 176,038

未払費用 786,234 879,861

未払法人税等 216,893 330,686

賞与引当金 197,017 375,000

役員賞与引当金 － 17,500

店舗閉鎖損失引当金 16,847 －

資産除去債務 2,158 4,420

その他 18,907 18,110

流動負債合計 9,953,896 11,425,007

固定負債   

リース債務 245,818 260,802

退職給付引当金 1,038,547 957,351

役員退職慰労引当金 225,872 241,287

資産除去債務 178,484 188,028

その他 158,435 21,124

固定負債合計 1,847,157 1,668,593

負債合計 11,801,053 13,093,600

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,305,700 1,305,700

資本剰余金   

資本準備金 1,233,690 1,233,690

資本剰余金合計 1,233,690 1,233,690

利益剰余金   

利益準備金 154,131 154,131

その他利益剰余金   

特別償却準備金 13,017 10,847

別途積立金 4,600,000 4,600,000

繰越利益剰余金 2,834,788 2,954,087

利益剰余金合計 7,601,936 7,719,066

自己株式 △2,771 △2,775

株主資本合計 10,138,555 10,255,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69,697 118,651

評価・換算差額等合計 69,697 118,651

純資産合計 10,208,252 10,374,332

負債純資産合計 22,009,306 23,467,933
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 63,106,964 66,601,022

売上原価   

商品期首たな卸高 1,710,859 1,841,064

当期商品仕入高 52,805,409 55,587,750

合計 54,516,268 57,428,814

商品期末たな卸高 1,841,064 1,868,195

商品売上原価 52,675,204 55,560,618

売上総利益 10,431,760 11,040,403

販売費及び一般管理費 ※1  9,877,197 ※1  10,358,228

営業利益 554,562 682,175

営業外収益   

受取利息 12,986 12,426

有価証券利息 1,315 637

受取配当金 9,570 13,527

受取賃貸料 31,491 32,428

雑収入 28,193 25,391

営業外収益合計 83,557 84,411

営業外費用   

支払利息 8,987 7,334

有価証券償還損 8,995 7,522

複合金融商品評価損 14,635 －

雑損失 4,529 2,720

営業外費用合計 37,148 17,577

経常利益 600,971 749,009

特別利益   

固定資産売却益 3,330 6,119

投資有価証券売却益 302 －

保険解約返戻金 17,053 －

特別利益合計 20,686 6,119

特別損失   

固定資産除却損 ※2  4,242 ※2  2,004

投資有価証券評価損 172 23,204

店舗閉鎖損失引当金繰入額 16,847 －

投資有価証券売却損 2,297 16

減損損失 16,101 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 105,274 －

その他 6,294 70

特別損失合計 151,230 25,294

税引前当期純利益 470,427 729,833

法人税、住民税及び事業税 333,865 483,514

法人税等調整額 △98,228 △37,338

法人税等合計 235,636 446,176

当期純利益 234,790 283,656
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,305,700 1,305,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,305,700 1,305,700

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,233,690 1,233,690

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,233,690 1,233,690

資本剰余金合計   

当期首残高 1,233,690 1,233,690

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,233,690 1,233,690

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 154,131 154,131

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 154,131 154,131

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

当期首残高 15,186 13,017

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △2,169 △2,169

当期変動額合計 △2,169 △2,169

当期末残高 13,017 10,847

別途積立金   

当期首残高 4,600,000 4,600,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,600,000 4,600,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,764,355 2,834,788

当期変動額   

剰余金の配当 △166,527 △166,526

特別償却準備金の取崩 2,169 2,169

当期純利益 234,790 283,656

当期変動額合計 70,432 119,299

当期末残高 2,834,788 2,954,087
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 7,533,673 7,601,936

当期変動額   

剰余金の配当 △166,527 △166,526

当期純利益 234,790 283,656

当期変動額合計 68,263 117,129

当期末残高 7,601,936 7,719,066

自己株式   

当期首残高 △2,730 △2,771

当期変動額   

自己株式の取得 △40 △4

当期変動額合計 △40 △4

当期末残高 △2,771 △2,775

株主資本合計   

当期首残高 10,070,333 10,138,555

当期変動額   

剰余金の配当 △166,527 △166,526

自己株式の取得 △40 △4

当期純利益 234,790 283,656

当期変動額合計 68,222 117,125

当期末残高 10,138,555 10,255,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 100,241 69,697

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,544 48,954

当期変動額合計 △30,544 48,954

当期末残高 69,697 118,651

評価・換算差額等合計   

当期首残高 100,241 69,697

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,544 48,954

当期変動額合計 △30,544 48,954

当期末残高 69,697 118,651

純資産合計   

当期首残高 10,170,575 10,208,252

当期変動額   

剰余金の配当 △166,527 △166,526

自己株式の取得 △40 △4

当期純利益 234,790 283,656

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,544 48,954

当期変動額合計 37,677 166,080

当期末残高 10,208,252 10,374,332
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 470,427 729,833

減価償却費 421,623 398,161

減損損失 16,101 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,847 △16,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,042 35,119

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,982 177,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93,225 △81,195

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,650 15,415

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 17,500

受取利息及び受取配当金 △23,872 △26,591

支払利息 8,987 7,334

有価証券償還損益（△は益） 8,995 7,522

複合金融商品評価損益（△は益） 14,635 －

有形固定資産除却損 4,242 2,004

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 105,274 －

投資有価証券売却損益（△は益） 1,994 16

投資有価証券評価損益（△は益） 172 23,204

有形固定資産売却損益（△は益） △3,330 △6,119

売上債権の増減額（△は増加） 196,617 △1,714,222

たな卸資産の増減額（△は増加） △130,204 △27,131

その他の流動資産の増減額（△は増加） △42,320 △250,171

差入保証金の増減額（△は増加） △21,040 △22,604

破産更生債権等の増減額（△は増加） △62,452 △20,596

仕入債務の増減額（△は減少） 48,360 1,083,933

未払金の増減額（△は減少） △1,497 △26,777

未払消費税等の増減額（△は減少） 149,870 △82,892

未払費用の増減額（△は減少） △19,814 91,999

その他の流動負債の増減額（△は減少） △22,801 △341

その他の固定負債の増減額（△は減少） △25,910 △137,310

その他 △29,056 77,474

小計 1,190,784 254,699

利息及び配当金の受取額 23,977 26,941

利息の支払額 △8,987 △7,334

法人税等の支払額 △194,532 △370,176

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,011,242 △95,870

尾家産業株式会社（7481）平成24年３月期　決算短信（非連結）

11



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △1,010,000 △1,510,000

定期預金の払戻による収入 1,000,000 1,510,000

有価証券の償還による収入 2,000 16,000

有形固定資産の取得による支出 △179,650 △51,475

有形固定資産の売却による収入 18,950 34,019

無形固定資産の取得による支出 △3,346 △30,079

収用補償金の受取による収入 545,512 －

資産除去債務の履行による支出 △6,832 △3,443

投資有価証券の取得による支出 △1,256 △31,262

投資有価証券の売却による収入 3,190 262

会員権の売却による収入 －  

保険積立金の積立による支出 △2,579 －

保険積立金の解約による収入 101,861 －

敷金及び保証金の差入による支出 △221,495 △176,507

敷金及び保証金の回収による収入 84,259 86,084

その他 △2,054 903

投資活動によるキャッシュ・フロー 328,558 △155,499

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △40 △4

リース債務の返済による支出 △101,027 △112,072

配当金の支払額 △166,523 △166,130

財務活動によるキャッシュ・フロー △267,591 △278,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,072,209 △529,576

現金及び現金同等物の期首残高 2,923,267 ※1  3,995,476

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,995,476 ※1  3,465,900
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 該当事項はありません。  

   

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により

算定） 

なお、組込デリバティブを合理的に区分して測定することができない複合金融商品については、複合金融商品

全体を時価評価し、評価差額を当事業年度の損益に計上している。 

時価のないもの 

  総平均法による原価法 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

(1）デリバティブ 

時価法 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品 

月次総平均法による原価法  

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法 

  主な耐用年数 

建物     ６～50年 

建物附属設備 ６～23年 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法 

 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）によっております。 

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の 

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の 

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上いたしております。 

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上いたしております。 

(3）役員賞与引当金 

  役員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上いたしております。 

(4)店舗閉鎖損失引当金 

 店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉鎖を決定した店舗について、将来発生すると見込まれる 

損失額を計上しております。 

(5）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき期末において 

発生していると認められる額を計上いたしております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に 

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理することといたしております。  

 過去勤務債務は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１年）による 

定額法により按分した額を費用処理しております。  

(6）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給に充てるため、会社内規に基づく期末要支給額を計上いたしております。  

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払い預金及び流動性が高く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク 

しか負わない短期投資（取得日から３ヶ月以内に満期日または償還日が到来するもの）を資金としております。 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。    

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針
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※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

※２ 圧縮記帳額 

 収用等により取得した、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次の通りであります。 

  

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度 ％、当事業年度 ％、一般管理費に属する費用の 

おおよその割合は前事業年度 ％、当事業年度 ％であります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

（７）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度 

（平成23年３月31日） 

当事業年度 

（平成24年３月31日） 

土地  千円 114,180 千円 114,180

計  114,180  114,180

  
前事業年度 

（平成23年３月31日） 

当事業年度 

（平成24年３月31日） 

買掛金  千円 153,976 千円 185,064

計  153,976  185,064

  
前事業年度 

（平成23年３月31日） 

当事業年度 

（平成24年３月31日） 

建物 千円 1,094,907 千円 1,094,907

建物附属設備  118,543  118,543

構築物  64,941  64,941

計  1,278,392  1,278,392

（損益計算書関係）

81.6 80.7

18.4 19.3

  

前事業年度 

（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

役員報酬 千円 129,600 千円 132,390

給料  3,037,066  3,034,981

賞与  144,871  229,983

賞与引当金繰入額  197,017  375,000

役員賞与引当金繰入額  －  17,500

退職給付費用  199,439  122,841

役員退職慰労引当金繰入額  13,650  15,415

法定福利費  477,707  552,734

貸倒引当金繰入額  40,930  43,056

賃借料  376,686  355,075

地代家賃  749,447  760,505

運賃  2,331,880  2,554,128

減価償却費  421,623  398,161

  

前事業年度 

（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

建物附属設備 千円 3,644 千円 1,693

その他  598  310

計  4,242  2,004
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第51期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

第52期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  9,255,000  －  －  9,255,000

合計  9,255,000  －  －  9,255,000

自己株式         

普通株式（注）  3,457  46  －  3,503

合計  3,457  46  －  3,503

  

（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22年5月20日 

取締役会 
普通株式  83,263  9 平成22年3月31日 平成22年6月9日 

平成22年11月12日 

取締役会 
普通株式  83,263  9 平成22年9月30日 平成22年12月20日 

  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成23年5月19日 

取締役会 
普通株式  83,263 利益剰余金  9 平成23年3月31日 平成23年6月8日 

  
当事業年度期首 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  9,255,000  －  －  9,255,000

合計  9,255,000  －  －  9,255,000

自己株式         

普通株式（注）  3,503  5  －  3,508

合計  3,503  5  －  3,508

  

（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23年5月19日 

取締役会 
普通株式  83,263  9 平成23年3月31日 平成23年6月8日 

平成23年11月11日 

取締役会 
普通株式  83,263  9 平成23年9月30日 平成23年12月19日 

  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成24年5月23日 

取締役会 
普通株式  83,263 利益剰余金  9 平成24年3月31日 平成24年6月7日 
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※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※２  重要な非資金取引の内容 

当事業年度に新たに計上した資産除去債務に係る資産及び負債の額は、次のとおりであります。 

    

第51期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

第52期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

  リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、 

賃貸等不動産、関連当事者情報、企業結合等、資産除去債務に関する注記事項については、決算短信における開示の 

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

   

Ⅰ 第51期（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

当社は、食品卸売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。 

Ⅱ 第52期（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

当社は、食品卸売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。 

   

  

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

    
前事業年度 

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

  現金及び預金勘定 千円 4,905,476 千円 4,375,900

  預入期間が３ケ月を超える定期預金  △1,010,000  △1,010,000

  有価証券  100,000  100,000

  現金及び現金同等物  3,995,476  3,465,900

   
前事業年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

  建物附属設備 千円 67,616 千円 －

  資産除去債務  180,643  －

（持分法損益等）

（開示の省略）

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

（１株当たり情報）

  
前事業年度 

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,103 42 円 銭 1,121 37

１株当たり当期純利益金額 円 銭 25 38 円 銭 30 66

  
前事業年度 

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当期純利益金額（千円）  234,790  283,656

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金額 

（千円） 
 234,790  283,656

期中平均株式数（株）  9,251,501  9,251,497
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該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

(2）その他 

 該当事項はありません。  

（重要な後発事象）

５．その他
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