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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第６期

第３四半期連結
累計期間

第７期
第３四半期連結
累計期間

第６期
第３四半期連結
会計期間

第７期
第３四半期連結
会計期間

第６期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 14,972,39614,027,0194,935,9644,667,04919,503,357

経常利益 (千円) 503,473 405,455 181,272 171,534 609,919

四半期(当期)純利益 (千円) 289,505 223,668 101,375 88,840 346,428

純資産額 (千円) ― ― 3,857,8964,032,9373,884,036

総資産額 (千円) ― ― 8,734,4078,940,1168,364,091

１株当たり純資産額 (円) ― ― 258,832.36275,379.84265,212.43

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 19,138.9015,272.726,719.226,066.2523,052.81

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 19,012.4115,178.116,695.156,037.5022,895.27

自己資本比率 (％) ― ― 44.2 45.1 46.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 420,940 207,730 ― ― 630,217

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,028,895△145,282 ― ― △1,030,207

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 701,069 24,388 ― ― 648,414

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,194,9751,437,1211,350,284

従業員数 (名) ― ― 196 201 193

(注) １.　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２.　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名)
                      201

                     [757]

(注)  １.　従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）であり

ます。

 ２.　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 5
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

カット野菜部門 1,160,145 △3.3

ホール野菜部門 ― ―

その他 ― ―

合計 1,160,145 △3.3

(注) １  金額は、製造原価によっております。
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

カット野菜部門 713,468 △6.3

ホール野菜部門 1,718,698 △5.5

その他 555,775 △11.2

合計 2,987,942 △6.8

(注) １  金額は、仕入価格によっております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注実績

当社グループ(当社及び連結子会社)は、出荷日の前日ないし前々日に受注をすることが多く、受注から

売上計上までの期間が極めて短いことから、受注規模を金額で示すことはしておりません。

　

(4) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

カット野菜部門 1,557,584 △2.0

ホール野菜部門 2,458,997 △7.3

その他 650,467 △6.3

合計 4,667,049 △5.4

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間における売上高は、4,667百万円となり、前第３四半期連結会計期間の売上

高4,935百万円に対し、268百万円の減収（前年同期比5.4％減）となりました。当第３四半期会計期間は、

世界的な金融市場の混乱による景気後退から、景気の持ち直し傾向が一部では見られるものの、雇用情勢

の悪化や個人消費の減少等により、企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続きました。外食産業

においても、所得不安を感じる消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向が続いており、外食を控え

る傾向が強まるなど、依然として厳しい状況が続いております。

売上原価は、前第３四半期連結会計期間の3,619百万円に対し、213百万円減少（前年同期比5.9％減）

の3,405百万円となりました。これは、主として当社グループが取組んでおります原価低減活動の成果、売

上減少に伴い仕入及び製造原価が減少したことなどによっております。　

その結果、売上総利益は前第３四半期連結会計期間の1,316百万円に対し、55百万円減少（前年同期比

4.2％減）の1,261百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、前第３四半期連結会計期間の1,127百万円に対し、43百万円減少（前年同期

比3.8％減）の1,084百万円となりました。これは主として厳しい経営環境の中、人件費・物流費等のコス

トを削減したことなどによっております。

その結果、営業利益は前第３四半期連結会計期間の189百万円に対し、12百万円減少（前年同期比6.4

減）の177百万円となりました。

営業外収益は、前第３四半期連結会計期間の３百万円に対し、１百万円増加（前年同期比40.5％増）の

４百万円となりました。これは主として、当社が医・食・農連携の時代を創造することを目的に、平成21

年４月に立ち上げた「Farm to Wellness倶楽部」の会費の収入などによっております。営業外費用は、前

第３四半期連結会計期間の11百万円に対して7.5％減少の10百万円となりました。これは主として支払利

息が減少したことになどによっております。

その結果、経常利益は前第３四半期連結会計期間の181百万円に対し、９百万円減少（前年同期比5.4％

減）の171百万円となりました。

特別損失は、固定資産売却損４百万円、固定資産除却損12百万円の計上により17百万円となりました。

その結果、税金等調整前四半期純利益は前第３四半期連結会計期間の173百万円に対し、20百万円減少

（前年同期比11.6％減）の153百万円となりました。

法人税等は前第３四半期連結会計期間の72百万円に対し、７百万円減少（前年同期比10.5％減）の64

百万円となりました。

その結果、四半期純利益は前第３四半期連結会計期間の101百万円に対し、12百万円減少（前年同期比

12.4％減）の88百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

　
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて6.9％増加し、8,940百万円となり

ました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.9％増加し、4,452百万円となりました。これは、現金及び預

金が68百万円、売掛金が356百万円、未収還付法人税等が49百万円増加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0.7％増加し、4,487百万円となりました。これは、投資有価証券

が14百万円、保険積立金が10百万円増加したことなどによります。

　

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.6％増加し、2,767百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が274百万円、短期借入金が69百万円、未払金が70百万円増加したこと、一方、未払法人税等が42

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1.5％増加し、2,139百万円となりました。これは、長期借入金が

25百万円増加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9.5％増加し、4,907百万円となりました。

　

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.8％増加し、4,032百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期

連結会計期間末に比べて123百万円増加し、1,437百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は71百万円（前年同四半期比24.2％減）となりました。これは、税金等調

整前四半期純利益が20百万円減少したこと、売上債権の増加額が29百万円増加したこと、一方、固定資産

除却損が12百万円増加したことなどによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は91百万円（前年同四半期比18.9％増）となりました。これは、投資有価

証券の取得による支出が12百万円増加したこと、定期預金の払戻による収入が９百万円減少したこと、保

険積立金の払戻による収入が９百万円減少したこと、無形固定資産の取得による支出が７百万円増加し

たこと、一方、有形固定資産の取得による支出が25百万円減少したことなどによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は144百万円（前年同四半期は８百万円の資金の獲得）となりました。こ

れは、長期借入れによる収入が100百万円増加したこと、自己株式の取得による支出が29百万円減少した

ことなどによります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は23百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000

計 30,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,605 15,605
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式制度は採用しておりま
せん。

計 15,605 15,605 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成16年６月28日 定時株主総会特別決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数（個） 210

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 420

新株予約権の行使時の払込金額（円） 88,921

新株予約権の行使期間 平成18年８月１日～平成26年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　88,921
資本組入額　44,461

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、本件権利行使時において、当社およ
び当社子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人
の何れかの地位、あるいは当社との間の雇用契約に基
づく顧問の地位を有している場合に限る。ただし、新株
予約権者が、定年・任期満了による退任・退職、または
当社もしくは当社の子会社の都合によりこれらの地位
を失った場合はこの限りでない。
　その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締
役会決議に基づき、当社と新株予約権の割り当てを受
けたものとの間で締結する「新株予約権付与契約」で
定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式

により払込金額を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

　
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

行使価額の調整が行われた場合には、当社は、調整後直ちに被付与者に対し、その旨並びその事由、調整後の行

使価額及び適用の日を通知する。

　

２　平成17年６月30日付の１株につき２株の割合による株式分割に伴い、新株予約権の行使時の払込金額及び新株

予約権の目的になる株式数等について調整されております。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年12月31日 ― 15,605 ― 759,755 ― 1,591,242

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　 960

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式　

14,645
14,645 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 15,605 ― ―

総株主の議決権 ― 14,645 ―

(注)  当社は単元株制度を採用しておりません。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
デリカフーズ株式会社

東京都足立区保木間２丁
目29-15

960 ― 960 6.15

計 ― 960 ― 960 6.15

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 110,000115,000126,000130,000130,000122,200122,200109,900103,300

最低(円) 104,100105,100112,800116,000119,400108,500107,10098,70099,800

(注)  株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、監査法人東海会計社により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,021,967 1,953,253

売掛金 2,191,641 1,835,559

商品及び製品 73,813 42,571

仕掛品 2,560 1,288

原材料及び貯蔵品 31,553 16,142

その他 144,100 70,556

貸倒引当金 △13,351 △10,013

流動資産合計 4,452,284 3,909,358

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,192,927

※1
 1,237,252

土地 2,534,861 2,534,861

その他（純額） ※1
 390,803

※1
 344,416

有形固定資産合計 4,118,592 4,116,530

無形固定資産

その他 33,889 32,206

無形固定資産合計 33,889 32,206

投資その他の資産

その他 352,382 325,138

貸倒引当金 △17,032 △19,142

投資その他の資産合計 335,349 305,995

固定資産合計 4,487,831 4,454,733

資産合計 8,940,116 8,364,091
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,325,420 1,051,032

短期借入金 483,267 413,468

1年内返済予定の長期借入金 221,760 197,342

未払法人税等 67,415 109,791

未払金 558,078 487,502

賞与引当金 16,322 53,183

その他 95,082 60,284

流動負債合計 2,767,345 2,372,604

固定負債

長期借入金 2,000,077 1,974,631

退職給付引当金 45,357 43,348

その他 94,398 89,471

固定負債合計 2,139,832 2,107,450

負債合計 4,907,178 4,480,055

純資産の部

株主資本

資本金 759,755 759,755

資本剰余金 1,591,242 1,591,242

利益剰余金 1,865,283 1,714,839

自己株式 △174,508 △174,508

株主資本合計 4,041,773 3,891,330

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,836 △7,293

評価・換算差額等合計 △8,836 △7,293

純資産合計 4,032,937 3,884,036

負債純資産合計 8,940,116 8,364,091
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 14,972,396 14,027,019

売上原価 11,048,926 10,341,856

売上総利益 3,923,469 3,685,163

販売費及び一般管理費 ※１
 3,401,872

※１
 3,261,889

営業利益 521,596 423,273

営業外収益

受取利息 2,348 1,664

受取配当金 1,859 1,792

自動販売機収入 1,203 1,239

業務受託手数料 － 4,200

その他 4,501 5,471

営業外収益合計 9,912 14,368

営業外費用

支払利息 27,706 32,185

その他 329 －

営業外費用合計 28,035 32,185

経常利益 503,473 405,455

特別利益

退職給付引当金戻入額 5,228 －

保険解約返戻金 5,227 －

その他 － 12

特別利益合計 10,455 12

特別損失

固定資産売却損 － 4,966

固定資産除却損 1,237 13,166

投資有価証券評価損 10,471 －

不動産取得税等 5,790 －

役員弔慰金 － 2,000

特別損失合計 17,499 20,132

税金等調整前四半期純利益 496,429 385,336

法人税、住民税及び事業税 206,923 161,667

法人税等合計 206,923 161,667

四半期純利益 289,505 223,668
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 4,935,964 4,667,049

売上原価 3,619,559 3,405,742

売上総利益 1,316,405 1,261,306

販売費及び一般管理費 ※１
 1,127,229

※１
 1,084,165

営業利益 189,175 177,141

営業外収益

受取利息 508 518

受取配当金 895 947

自動販売機収入 389 414

業務受託手数料 － 330

その他 1,749 2,767

営業外収益合計 3,542 4,977

営業外費用

支払利息 11,148 10,584

その他 297 －

営業外費用合計 11,446 10,584

経常利益 181,272 171,534

特別利益

保険解約返戻金 3,950 －

その他 － 12

特別利益合計 3,950 12

特別損失

固定資産売却損 － 4,813

固定資産除却損 835 12,966

投資有価証券評価損 10,471 －

特別損失合計 11,307 17,780

税金等調整前四半期純利益 173,915 153,767

法人税、住民税及び事業税 72,539 64,926

法人税等合計 72,539 64,926

四半期純利益 101,375 88,840
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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 496,429 385,336

減価償却費 150,316 140,618

引当金の増減額（△は減少） △42,563 △33,624

受取利息及び受取配当金 △4,207 △3,456

支払利息 27,706 32,185

固定資産売却損益（△は益） － 4,966

固定資産除却損 1,237 13,166

売上債権の増減額（△は増加） △140,210 △353,971

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,507 △47,924

仕入債務の増減額（△は減少） 167,092 274,387

その他 71,542 78,317

小計 687,834 490,000

利息及び配当金の受取額 4,203 2,992

利息の支払額 △26,227 △31,439

法人税等の支払額 △244,869 △253,823

営業活動によるキャッシュ・フロー 420,940 207,730

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 △56,626 △70,220

定期預金の払戻による収入 98,000 88,343

有形固定資産の取得による支出 △1,047,883 △124,942

有形固定資産の売却による収入 － 538

無形固定資産の取得による支出 △2,902 △11,568

投資有価証券の取得による支出 △13,250 △17,206

貸付けによる支出 － △10,000

貸付金の回収による収入 251 10,227

保険積立金の払戻による収入 11,810 －

その他 △18,294 △10,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,028,895 △145,282

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） 83,367 69,799

長期借入れによる収入 880,000 355,000

長期借入金の返済による支出 △142,232 △305,136

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の取得による支出 △30,008 －

自己株式の処分による収入 1,067 －

リース債務の返済による支出 △20,818 △21,988

配当金の支払額 △60,305 △73,286

財務活動によるキャッシュ・フロー 701,069 24,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 93,115 86,836

現金及び現金同等物の期首残高 1,101,860 1,350,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,194,975

※1
 1,437,121
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２  棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。

３  固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

４  経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

５  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 1,146,454千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 1,025,112千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　運賃 1,240,279千円

　給料手当 948,671〃

　貸倒引当金繰入額 7,119〃

　賞与引当金繰入額 13,212〃

　退職給付費用 4,042〃

　 　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　運賃 1,186,215千円

　給料手当 942,834〃

　貸倒引当金繰入額 9,211〃

　賞与引当金繰入額 13,145〃

　退職給付費用 5,469〃

　 　 　

　

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　運賃 412,915千円

　給料手当 315,025〃

　貸倒引当金繰入額 3,542〃

　賞与引当金繰入額 16,713〃

　退職給付費用 1,636〃

　 　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　運賃 391,181千円

　給料手当 309,797〃

　貸倒引当金繰入額 4,003〃

　賞与引当金繰入額 13,145〃

　退職給付費用 1,627〃

　 　 　

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成20年12月31日現在）

　現金及び預金 1,797,820千円

　預入期間が３ヶ月超の定期預金 △602,845〃

　現金及び現金同等物 1,194,975千円

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成21年12月31日現在）

　現金及び預金 2,021,967千円

　預入期間が３ヶ月超の定期預金 △584,845〃

　現金及び現金同等物 1,437,121千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21年12月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 15,605

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 960

　

３  新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 420 ―

連結子会社 ― ― ―

合計 420 ―

(注)  目的となる株式の数は、新株予約権が行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 73,225 5,000平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 275,379.84円
　

　 　

　 265,212.43円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期
連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,032,937 3,884,036

普通株式に係る純資産額(千円) 4,032,937 3,884,036

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 15,605 15,605

普通株式の自己株式数(株) 960 960

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 14,645 14,645

　

２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益 19,138.90円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 19,012.41円
　

１株当たり四半期純利益 15,272.72円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 15,178.11円
　

(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 289,505 223,668

普通株式に係る四半期純利益(千円) 289,505 223,668

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,126.57 14,645.00

四半期純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)
　新株予約権

 
100.64

 
91.28

普通株式増加数(株) 100.64 91.28

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

― ―
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益 6,719.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 6,695.15円
　

１株当たり四半期純利益 6,066.25円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 6,037.50円
　

(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 101,375 88,840

普通株式に係る四半期純利益(千円) 101,375 88,840

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,087.46 14,645.00

四半期純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)
　新株予約権

 
54.25

 
69.75

普通株式増加数(株) 54.25 69.75

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

― ―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

デリカフーズ株式会社

取締役会  御中

　

監査法人東海会計社

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　小　島　興　一    ㊞

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　後　藤　久　貴    ㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているデリ

カフーズ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、デリカフーズ株式会社及び連結子会社の平成

20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(２)に記載されているとおり、第

１四半期連結会計期間からリース取引に関する会計基準等を適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月10日

デリカフーズ株式会社

取締役会  御中

　

監査法人東海会計社

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士  小　島　興　一    ㊞

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士  後　藤　久　貴    ㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているデリ

カフーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、デリカフーズ株式会社及び連結子会社の平成

21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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