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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 17,861 7.0 293 58.2 323 61.9 206 61.0

29年3月期第2四半期 16,695 7.4 185 △10.9 199 △5.3 128 △1.3

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　242百万円 （93.0％） 29年3月期第2四半期　　125百万円 （△10.0％）

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

30年3月期第2四半期 28.11 ―

29年3月期第2四半期 17.53 17.46

（注）30年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の権利行使期間満了に伴い、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 18,093 7,235 40.0

29年3月期 18,062 7,096 39.3

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 7,235百万円 29年3月期 7,094百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 16.00 16.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

通期 35,500 2.7 750 34.4 800 32.1 498 51.1 67.77

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 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） 30年3月期2Q 7,436,000 株 29年3月期 7,436,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 64,416 株 29年3月期 87,302 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 7,357,771 株 29年3月期2Q 7,328,154 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善等を背景に、個人消費も持

ち直し、緩やかな回復基調で推移しておりますが、一方で米国トランプ政権の今後の政策動向懸念、東アジア地域

の地政学的リスクの高まり等不確実性が高まっており、景気の先行きは依然として不透明な状況となっておりま

す。

　食品関連業界におきましては、消費者の「食の安全・安心への関心」、「節約志向」が恒常化していることに加

え、労働市場における需給逼迫に伴う人件費・求人費の上昇、物流コスト上昇等、引き続き厳しい状況が続いてお

ります。

　このような状況の中、当社の主要取引先である外食産業において売上が堅調に推移したことに加え、お客様の

「食の安全・安心」に対するご要望にお応えすべく、当社グループにおいて取り組んでおりますフードディフェン

スを含めた食品安全確保・リスク管理体制、徹底した温度管理体制及び最新の生産設備等を高くご評価いただいた

こと、継続的な人手不足の影響に伴いカット野菜・真空加熱野菜の需要が増加したこと等により、新規顧客の獲得

及び既存取引の深耕が順調に進展いたしました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は17,861百万円（前年同四半期比7.0％増）となりました。

　利益につきましては、今年の梅雨は降雨日が非常に少なく、また７月下旬からの長雨・曇天による低温、日照不

足等の影響により、８月以降、野菜の調達価格高騰及び廃棄ロスが発生したことに加え、組織再編に伴う費用、物

流網構築費用等を計上いたしましたが、西東京ＦＳセンターが３月より黒字転換し大きく利益貢献したことによ

り、営業利益293百万円（前年同四半期比58.2％増）、経常利益323百万円（前年同四半期比61.9％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益206百万円（前年同四半期比61.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 (資産)

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、8,796百万円となりました。これは、主として売掛金が

714百万円増加した一方、現金及び預金が806百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、9,297百万円となりました。これは、主として投資不動産

が119百万円、リース資産が91百万円増加したことなどによります。

　この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、18,093百万円となりました。

　 (負債)

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.1％増加し、5,009百万円となりました。これは、主として買掛金が

347百万円、未払金が111百万円増加した一方、短期借入金が230百万円減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.7％減少し、5,849百万円となりました。これは、主として長期借入金

が457百万円減少したことなどによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、10,858百万円となりました。

　

　 (純資産)

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.0％増加し、7,235百万円となりました。これは、主として利益剰余

金が96百万円増加、その他有価証券評価差額金が35百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを検討した

結果、現時点におきまして平成29年５月10日発表の業績予想に変更はありません。

　なお、今後業績予想に修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。
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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

　 税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,948,188 4,141,706

売掛金 3,551,304 4,265,427

商品及び製品 127,392 148,282

仕掛品 8,173 13,342

原材料及び貯蔵品 60,502 68,439

その他 234,042 161,570

貸倒引当金 △3,034 △2,579

流動資産合計 8,926,569 8,796,189

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,601,753 3,508,042

土地 3,249,504 3,249,504

その他（純額） 1,414,338 1,471,720

有形固定資産合計 8,265,596 8,229,267

無形固定資産

その他 40,490 55,049

無形固定資産合計 40,490 55,049

投資その他の資産

その他 833,282 1,017,135

貸倒引当金 △3,142 △4,302

投資その他の資産合計 830,140 1,012,833

固定資産合計 9,136,227 9,297,150

資産合計 18,062,797 18,093,339
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,870,791 2,218,294

短期借入金 490,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,020 963,320

未払法人税等 118,672 90,237

未払金 1,061,852 1,172,931

賞与引当金 92,949 93,680

その他 130,603 210,722

流動負債合計 4,764,890 5,009,187

固定負債

長期借入金 5,729,133 5,271,678

退職給付に係る負債 100,590 107,069

資産除去債務 127,746 127,947

その他 244,400 342,390

固定負債合計 6,201,871 5,849,085

負債合計 10,966,761 10,858,273

純資産の部

株主資本

資本金 1,377,113 1,377,113

資本剰余金 2,163,412 2,162,233

利益剰余金 3,497,754 3,594,345

自己株式 △39,674 △29,358

株主資本合計 6,998,605 7,104,333

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95,181 130,560

退職給付に係る調整累計額 344 172

その他の包括利益累計額合計 95,526 130,732

新株予約権 1,902 ―

純資産合計 7,096,035 7,235,066

負債純資産合計 18,062,797 18,093,339
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 16,695,162 17,861,138

売上原価 12,850,563 13,724,515

売上総利益 3,844,598 4,136,623

販売費及び一般管理費 3,659,275 3,843,493

営業利益 185,323 293,129

営業外収益

受取利息 1,198 1,243

受取配当金 1,749 1,863

業務受託手数料 8,325 6,505

物品売却益 9,108 11,052

その他 18,433 25,650

営業外収益合計 38,815 46,315

営業外費用

支払利息 24,299 15,318

その他 ― 612

営業外費用合計 24,299 15,931

経常利益 199,839 323,513

特別利益

固定資産売却益 39 109

保険解約返戻金 28,586 3,230

その他 ― 166

特別利益合計 28,625 3,505

特別損失

固定資産売却損 ― 76

固定資産除却損 888 3,983

投資有価証券評価損 199 ―

ゴルフ会員権評価損 10,023 100

借入金繰上返済精算金 22,783 ―

合併関連費用 ― 1,598

その他 ― 680

特別損失合計 33,894 6,438

税金等調整前四半期純利益 194,570 320,581

法人税、住民税及び事業税 66,095 113,759

法人税等合計 66,095 113,759

四半期純利益 128,474 206,821

親会社株主に帰属する四半期純利益 128,474 206,821
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 128,474 206,821

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,046 35,378

退職給付に係る調整額 ― △172

その他の包括利益合計 △3,046 35,205

四半期包括利益 125,428 242,027

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 125,428 242,027

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 194,570 320,581

減価償却費 306,368 317,743

引当金の増減額（△は減少） △13,380 1,335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,468 6,084

受取利息及び受取配当金 △2,947 △3,107

支払利息 24,299 15,318

保険解約返戻金 △28,586 △3,230

固定資産除却損 888 3,983

借入金繰上返済精算金 22,783 ―

ゴルフ会員権評価損 10,023 100

売上債権の増減額（△は増加） △72,897 △715,182

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,381 △33,996

仕入債務の増減額（△は減少） 98,013 347,503

未払金の増減額（△は減少） △68,046 100,404

その他 27,214 98,067

小計 486,392 455,606

利息及び配当金の受取額 2,945 3,114

補助金の受取額 82,000 ―

利息の支払額 △25,236 △15,240

法人税等の支払額 △103,903 △95,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 442,197 348,333

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 △57,604 △22,002

定期預金の払戻による収入 90,000 140,464

有形固定資産の取得による支出 △997,454 △140,493

無形固定資産の取得による支出 △12,740 △17,844

投資有価証券の取得による支出 △3,664 △3,744

投資不動産の取得による支出 ― △119,320

貸付けによる支出 △259,818 △1,198

敷金及び保証金の差入による支出 △88,108 △15,851

保険積立金の払戻による収入 84,515 8,461

その他 △2,631 3,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,247,506 △168,355

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） 92,000 △230,000

長期借入れによる収入 1,400,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △1,314,836 △594,155

リース債務の返済による支出 △29,699 △41,447

配当金の支払額 △109,563 △109,796

その他 △21,204 7,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,695 △867,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △788,614 △688,021

現金及び現金同等物の期首残高 4,564,330 4,462,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,775,716 3,774,703
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

　 該当事項はありません。

（重要な後発事象）

　 共通支配下の取引等

　 (連結子会社間の吸収合併)

　当社は、平成29年５月10日開催の取締役会において、東京デリカフーズ株式会社(出資比率100％)を吸収合併存

続会社、名古屋デリカフーズ株式会社(出資比率100％)、大阪デリカフーズ株式会社(出資比率100％)を吸収合併

消滅会社とする吸収合併及び存続会社の商号変更を行うことを決議し、平成29年10月１日に合併及び存続会社の

商号変更を実施いたしました。

　

　 （１）取引の概要

　 ① 結合当事企業の名称及びその事業内容

　 （ⅰ）結合企業

　 名称 東京デリカフーズ株式会社

　 事業の内容 業務用青果物の卸売・加工販売事業

　 （ⅱ）被結合企業

　 名称 名古屋デリカフーズ株式会社

　 事業の内容 業務用青果物の卸売・加工販売事業

　 名称 大阪デリカフーズ株式会社

　 事業の内容 業務用青果物の卸売・加工販売事業

　

　 ② 企業結合日

　 平成29年10月１日

　

　 ③ 企業結合の法的形式

　東京デリカフーズ株式会社を存続会社、名古屋デリカフーズ株式会社、大阪デリカフーズ株式会社を消滅

会社とする吸収合併

　

　 ④ 結合後企業の名称

　 デリカフーズ株式会社（当社の連結子会社）

　 東京デリカフーズ株式会社を吸収存続会社とし、デリカフーズ株式会社へ商号変更しております。

　

　 ⑤ その他取引の概要に関する事項

　中期経営計画の達成を踏まえた当社グループの再編の一環として、更なる経営の効率化、収益力の向上を

図るとともに、一体的な事業運営による管理体制の一元化により、お客様へのサービス向上を目的とするも

のであります。

　

　 （２）実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)に基づき、共通支

配下の取引として処理しております。

　

　 （３）報告セグメントの変更

　当社グループは、連結子会社の合併による管理体制の一元化に伴い、従来の報告セグメント「関東地区」、

「東海地区」、「近畿地区」、「持株会社」を平成30年３月期第３四半期より「青果物事業」、「物流事

業」、「研究開発・分析事業」、「持株会社」に変更いたします。
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４．その他

（１）最近における四半期毎の業績推移
　

平成30年３月期（連結） 　 　 （単位：千円）

　 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 8,614,561 9,246,576 　 　

営業利益 166,523 126,606 　 　

経常利益 181,051 142,462 　 　

親会社株主に帰属する
118,940 87,881 　 　

四半期純利益

１株当たり四半期純利益 16.19円 11.93円 　 　

潜在株式調整後
16.14円 ― 　 　

１株当たり四半期純利益(注)

総資産 17,823,705 18,093,339 　 　

純資産 7,121,790 7,235,066 　 　

１株当たり純資産 968.87円 981.48円 　 　

（注）第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の権利行使期間満了に

伴い、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

平成29年３月期（連結） 　 　 （単位：千円）

　 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 8,065,581 8,629,580 9,328,181 8,535,997

営業利益 82,808 102,514 234,941 137,587

経常利益 90,322 109,516 250,537 155,054

親会社株主に帰属する
51,279 77,195 144,304 56,714

四半期純利益

１株当たり四半期純利益 7.00円 10.53円 19.68円 7.73円

潜在株式調整後
6.97円 10.49円 19.61円 7.70円

１株当たり四半期純利益

総資産 17,250,802 17,498,766 18,381,156 18,062,797

純資産 6,799,503 6,877,069 7,028,629 7,096,035

１株当たり純資産 927.47円 937.49円 958.16円 965.36円

　

（２）部門別の状況
　

　 　

平成29年３月期 平成30年３月期

比較増減 比較増減
第２四半期 第２四半期

(自 平成28年４月１日) (自 平成29年４月１日)

(至 平成28年９月30日) (至 平成29年９月30日)

　 　 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) (千円) (％)

カット野菜部門 　 　 　 　 　

　 売上高 5,999,117 35.9 7,132,299 39.9 1,133,182 18.9

　 仕入高 2,686,541 25.1 3,018,002 26.8 331,460 12.3

ホール野菜部門 　 　 　 　 　

　 売上高 8,632,476 51.7 8,538,371 47.8 △ 94,104 △ 1.1

　 仕入高 6,215,328 58.0 6,226,016 55.4 10,688 0.2

その他部門 　 　 　 　 　

　 売上高 2,063,568 12.4 2,190,467 12.3 126,899 6.2

　 仕入高 1,810,783 16.9 1,995,635 17.8 184,852 10.2

合 計 　 　 　 　 　

　 売上高 16,695,162 100.0 17,861,138 100.0 1,165,976 7.0

　 仕入高 10,712,654 100.0 11,239,655 100.0 527,000 4.9
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