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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 4,704 2.5 41 △57.6 35 △62.0 16 △69.2

22年３月期第１四半期 4,589 △6.8 97 △11.4 92 △12.6 52 △15.2

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

23年３月期第１四半期 1,102 .43 1,095 .94

22年３月期第１四半期 3,583 .46 3,562 .05

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 9,132 3,990 43.7 272,497 .87

22年３月期 9,151 4,051 44.3 276,668 .28

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 3,990百万円 22年３月期 4,051百万円

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

22年３月期 ― 0 .00 ― 5,000 .00 5,000 .00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 .00 ― 5,000 .00 5,000 .00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 10,000 6.8 230 △6.6 210 △10.2 114 △15.4 7,784 .23

通期 20,000 8.0 490 2.8 475 4.8 268 11.2 18,299 .76



 

 
(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の表示 

  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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

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、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

 (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 (注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(注) 「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」に記載される四半期連結財務諸表

作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 15,605株 22年３月期 15,605株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 960株 22年３月期 960株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 14,645株 22年３月期１Ｑ 14,645株

(注意事項)
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の緩やかな回復を背景に国内経済の持ち

直しが期待されるものの、雇用不安や所得減少の懸念は払拭されておらず、外食に対する消費の回復も

当面期待できないため、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

このような事業環境の中、当社グループは、「新工場稼働に伴う売上拡大の実現」「営業力の強化」

「計画的な仕入の実現」を中心に各種経営施策を進めております。 

「新工場稼働に伴う売上拡大の実現」としては、本年6月からの新工場の稼働開始に伴ない、「セン

ター化構想によるホール野菜の販売増」「衛生設備の強化によるCVS、給食、医療施設分野へのカット

野菜の販路拡大」を実践し、順調に売上高の拡大が実現しております。「営業力の強化」としては、

「顧客満足度アップへの取り組み」「提案型営業の強化」「売れる商品の発掘と仕入」を引き続き行っ

ております。「計画的な仕入の実現」としては、「契約産地の再開発・拡大」「市場との連携・提携に

よる、産地からの物流・商流再編成」「デリカスコアの本格導入（野菜の力を数値化した、当社グルー

プ独自基準）」を強力に推進しております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高拡大に向けグループ全体が一丸となり新規顧

客獲得、深耕営業に取組んだことを受けて、売上高は4,704,786千円と前年同期に比べ2.5％増加しまし

た。経営環境が厳しいなか、４月から６月の３ヵ月間で115,465千円の売上高を増加させることができ

ました。 

一方、東京デリカフーズ株式会社の新工場開業に伴う費用として約50,000千円（消耗品費、外注費、

物流費）を費用計上した結果、営業利益は41,203千円（前年同期比57.6％減）、経常利益は35,010千円

（同62.0％減）、四半期純利益16,145千円（同69.2％減）にとどまり、前年同期を下回る結果となりま

した。しかし、今後は作業の効率化を進めることによって利益率の向上に努めてまいります。 
  
部門別の売上高の概況は次のとおりであります。 
  
新規顧客獲得と重点取引先の深耕営業を継続して行ない、カット野菜部門、ホール野菜部門の取引金

額を増加することができました。その結果、カット野菜部門売上高は1,548,928千円（前年同期比6.3％

増）、ホール野菜部門売上高は2,564,662千円（前年同期比3.4％増）、その他部門売上高は591,195千

円（前年同期比9.4％減）となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.1％減少し、4,120百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が787百万円減少したこと、一方、未収入金が444百万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7.4％増加し、5,011百万円となりました。これは、主として

東京デリカフーズ株式会社の新工場建設により、建物及び構築物が476百万円、機械装置及び運搬具が

113百万円増加したこと、一方、建設仮勘定が266百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、9,132百万円となりました。 
  

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.4％増加し、2,448百万円となりました。これは、主として

短期借入金が100百万円、未払金が37百万円増加したこと、一方、賞与引当金が53百万円、未払法人税

等が41百万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0.3％増加し、2,692百万円となりました。これは主として資

産除去債務が５百万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0.8％増加し、5,141百万円となりました。 
  

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、3,990百万円となりました。これは、主とし

て利益剰余金が57百万円減少したことなどによります。 

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、売上高、利益共に概ね計画通り推移しておりますので、平成22年５月

10日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末に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額を算定してお

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 

  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。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純利益が5,731千円減少しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,661,435 2,448,830

売掛金 1,810,106 1,846,527

商品及び製品 50,906 46,039

仕掛品 1,123 1,345

原材料及び貯蔵品 24,620 19,229

その他 580,752 132,836

貸倒引当金 △8,544 △9,550

流動資産合計 4,120,399 4,485,258

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,653,763 1,177,128

土地 2,534,861 2,534,861

その他（純額） 442,111 575,232

有形固定資産合計 4,630,736 4,287,222

無形固定資産

その他 31,347 31,097

無形固定資産合計 31,347 31,097

投資その他の資産

その他 369,694 365,694

貸倒引当金 △19,990 △17,697

投資その他の資産合計 349,704 347,997

固定資産合計 5,011,787 4,666,317

資産合計 9,132,187 9,151,576
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,032,080 1,056,629

短期借入金 483,334 383,068

1年内返済予定の長期借入金 249,908 235,412

未払法人税等 18,194 59,453

未払金 574,257 537,252

賞与引当金 － 53,936

工場閉鎖費用引当金 － 27,205

その他 90,684 61,549

流動負債合計 2,448,459 2,414,507

固定負債

長期借入金 2,554,798 2,549,605

退職給付引当金 46,138 46,840

資産除去債務 5,731 －

その他 86,328 88,815

固定負債合計 2,692,996 2,685,261

負債合計 5,141,455 5,099,769

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 1,825,529 1,882,609

自己株式 △174,508 △174,508

株主資本合計 4,002,019 4,059,099

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11,288 △7,292

評価・換算差額等合計 △11,288 △7,292

純資産合計 3,990,731 4,051,806

負債純資産合計 9,132,187 9,151,576
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 4,589,320 4,704,786

売上原価 3,414,054 3,560,320

売上総利益 1,175,266 1,144,465

販売費及び一般管理費 1,077,995 1,103,262

営業利益 97,270 41,203

営業外収益

受取利息 592 315

受取配当金 649 872

自動販売機収入 417 －

業務受託手数料 1,870 1,947

その他 1,939 3,065

営業外収益合計 5,468 6,200

営業外費用

支払利息 10,655 12,393

営業外費用合計 10,655 12,393

経常利益 92,083 35,010

特別利益

固定資産売却益 － 39

補助金収入 － 452,455

特別利益合計 － 452,494

特別損失

固定資産売却損 152 －

固定資産除却損 59 －

固定資産圧縮損 － 452,364

役員弔慰金 2,000 －

工場閉鎖費用 － 1,870

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,731

特別損失合計 2,211 459,966

税金等調整前四半期純利益 89,871 27,538

法人税、住民税及び事業税 37,392 11,393

法人税等合計 37,392 11,393

少数株主損益調整前四半期純利益 － 16,145

四半期純利益 52,479 16,145
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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 89,871 27,538

減価償却費 45,113 50,805

引当金の増減額（△は減少） △33,479 △80,556

受取利息及び受取配当金 △1,241 △1,188

支払利息 10,655 12,393

固定資産売却損益（△は益） 152 △39

固定資産除却損 59 －

固定資産圧縮損 － 452,364

工場閉鎖費用 － 1,870

売上債権の増減額（△は増加） 115,355 34,128

補助金収入 － △452,455

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,461 △10,036

仕入債務の増減額（△は減少） △117,456 △24,549

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,731

その他 17,500 64,245

小計 128,991 80,253

利息及び配当金の受取額 1,083 1,034

補助金の受取額 － 4,340

利息の支払額 △10,852 △12,697

法人税等の支払額 △106,865 △37,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,357 35,783

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 △30,151 △21,337

定期預金の払戻による収入 42,000 60,914

有形固定資産の取得による支出 △23,471 △868,970

有形固定資産の売却による収入 13 3,958

無形固定資産の取得による支出 △1,980 △2,632

投資有価証券の取得による支出 △1,498 △1,620

貸付けによる支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 6,084 －

その他 △3,679 △3,791

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,683 △833,478

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） 15,729 100,266

長期借入れによる収入 105,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △53,418 △60,311

リース債務の返済による支出 △7,286 △7,231

配当金の支払額 △62,125 △62,846

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,100 49,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,426 △747,818

現金及び現金同等物の期首残高 1,350,284 1,844,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,337,857 1,096,365
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当第１四半期連結累計期間  (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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4. 補足情報

(1) 最近における四半期毎の業績推移

平成23年３月期（連結） （百万円未満切り捨て）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 4,704

売上総利益 1,144

営業利益 41

経常利益 35

税金等調整前四半期純利益 27

四半期純利益 16

１株当たり四半期純利益 1,102.43

潜在株式調整後
1,095.94

１株当たり四半期純利益

総資産 9,132

純資産 3,990

１株当たり純資産 272,497.87

営業活動による
35

キャッシュ・フロー

投資活動による
△833

キャッシュ・フロー

財務活動による
49

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
1,096

四半期末残高

平成22年３月期（連結） （百万円未満切り捨て）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

売上高 4,589 4,770 4,667 4,488

売上総利益 1,175 1,248 1,261 1,139

営業利益 97 148 177 53

経常利益 92 141 171 47

税金等調整前四半期純利益 89 141 153 20

四半期純利益 52 82 88 17

１株当たり四半期純利益 3,583.46円 5,623.01円 6,066.25円 1,183.03

潜在株式調整後
3,562.05円 5,580.02円 6,037.50円 1,176.58

１株当たり四半期純利益

総資産 8,224 8,353 8,940 9,151

純資産 3,866 3,947 4,032 4,051

１株当たり純資産 264,020.18円 269,513.39円 275,379.84円 276,668.28

営業活動による
12 123 71 158

キャッシュ・フロー

投資活動による
△22 △31 △91 △206

キャッシュ・フロー

財務活動による
△2 △117 144 455

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
1,337 1,313 1,437 1,844

四半期末残高
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(2) 部門別の状況

平成22年３月期 平成23年３月期

比較増減 比較増減
第１四半期 第１四半期

(自 平成21年４月１日) (自 平成22年４月１日)

(至 平成21年６月30日) (至 平成22年６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 1,456,558 31.7 1,548,928 32.9 92,369 6.3

仕入高 657,811 22.1 731,608 23.6 73,797 11.2

ホール野菜部門

売上高 2,480,240 54.0 2,564,662 54.5 84,421 3.4

仕入高 1,750,695 58.9 1,853,767 59.8 103,071 5.9

その他部門

売上高 652,521 14.2 591,195 12.6 △ 61,325 △9.4

仕入高 563,001 18.9 513,080 16.6 △ 49,920 △8.9

合  計

売上高 4,589,320 100.0 4,704,786 100.0 115,465 2.5

仕入高 2,971,507 100.0 3,098,456 100.0 126,949 4.3

デリカフーズ株式会社(3392)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－11－




