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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 11,151 14.1 234 160.6 220 195.9 126 237.2
23年3月期第2四半期 9,769 4.4 90 △63.4 74 △68.1 37 △72.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 123百万円 （292.3％） 23年3月期第2四半期 31百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 8,637.37 8,610.60
23年3月期第2四半期 2,561.86 2,546.67

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 9,922 4,117 41.5
23年3月期 9,584 4,067 42.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,117百万円 23年3月期  4,067百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 3,500.00 3,500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 20,800 3.0 400 53.1 360 58.0 200 137.6 13,656.54



(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  

(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 

(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、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) 連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 15,605 株 23年3月期 15,605 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 960 株 23年3月期 960 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,645 株 23年3月期2Q 14,645 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災とそれに続く福

島第一原発の事故による放射能汚染により、東日本を中心とした農産物の出荷停止、風評被害等による

個人消費の低迷、さらには円高の進行、米国経済の回復の遅れ、欧州金融不安等により、景気の先行き

は依然として不透明な状況が続いております。 

食品関連業界におきましては、原発事故による食材の放射能汚染、焼肉チェーン等において発生した

食中毒事件により、食の安心・安全に対する消費者の関心が強まっております。 

このような状況の下、当社グループの強みである提案型営業を推し進めたことにより、新規顧客の獲

得及び既存取引の深耕が順調に進展し、また、前期に竣工した東京ＦＳセンターの加工処理能力と衛生

管理レベルの向上により、従前より重点営業先として注力していた事業給食等のお客様との新規取引も

拡大いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は11,151百万円（前年同四半期比14.1％増）と

なりました。 

利益におきましては、春先から初夏にかけて野菜価格が安定していたこと、ＦＳセンターの竣工から

１年が経過し同センター関連の費用が減少し、また稼働率が改善したことなどにより、営業利益234百

万円（前年同四半期比160.6％増）、経常利益220百万円（前年同四半期比195.9％増）、四半期純利益

126百万円（前年同四半期比237.2％増）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4.5％増加し、4,831百万円となりました。これは、主として

売掛金が292百万円増加したこと、一方、未収還付法人税等が48百万円、立替金が34百万円減少したこ

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2.6％増加し、5,090百万円となりました。これは、主として

投資有価証券が87百万円増加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3.5％増加し、9,922百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて12.3％増加し、2,941百万円となりました。これは、主とし

て買掛金が224百万円、１年内返済予定の長期借入金が53百万円増加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1.2％減少し、2,862百万円となりました。これは、主として

長期借入金が23百万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5.2％増加し、5,804百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、4,117百万円となりました。これは、主とし

て利益剰余金が53百万円増加したことなどによります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成23年５月10日に公表いたし

ました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成23年11月10日公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

通期業績予想につきましては、第３四半期以降の見通しが不透明であることから、前回の公表値を据

え置いております。今後、業績の修正が必要となった場合には、速やかに公表いたします。 

  

  

（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。 

  

  

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。 

  

２．サマリー情報(その他)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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,328,377 2,337,008

売掛金 2,012,374 2,304,605

有価証券 － 8,099

商品及び製品 57,412 70,262

仕掛品 2,037 1,907

原材料及び貯蔵品 23,174 27,567

その他 214,415 98,204

貸倒引当金 △14,986 △15,713

流動資産合計 4,622,804 4,831,942

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,600,979 1,563,287

土地 2,534,861 2,534,861

その他（純額） 458,855 529,813

有形固定資産合計 4,594,696 4,627,962

無形固定資産

その他 38,070 43,333

無形固定資産合計 38,070 43,333

投資その他の資産

その他 359,683 448,691

貸倒引当金 △30,463 △29,739

投資その他の資産合計 329,219 418,952

固定資産合計 4,961,986 5,090,247

資産合計 9,584,791 9,922,189

デリカフーズ株式会社(3392) 　平成24年３月期　第２四半期決算短信 

－5－



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,118,977 1,343,461

短期借入金 365,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 355,023 408,108

未払法人税等 62,597 86,312

未払金 562,563 600,101

賞与引当金 57,353 58,267

その他 99,039 95,375

流動負債合計 2,620,554 2,941,625

固定負債

長期借入金 2,741,592 2,718,068

退職給付引当金 41,967 40,792

その他 113,532 104,108

固定負債合計 2,897,091 2,862,968

負債合計 5,517,646 5,804,594

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 1,893,545 1,946,814

自己株式 △174,508 △174,508

株主資本合計 4,070,035 4,123,305

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,890 △5,709

その他の包括利益累計額合計 △2,890 △5,709

純資産合計 4,067,145 4,117,595

負債純資産合計 9,584,791 9,922,189
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 9,769,936 11,151,967

売上原価 7,404,943 8,448,444

売上総利益 2,364,993 2,703,522

販売費及び一般管理費 2,274,831 2,468,591

営業利益 90,162 234,930

営業外収益

受取利息 866 1,488

受取配当金 1,166 1,119

業務受託手数料 3,087 2,486

その他 5,138 8,433

営業外収益合計 10,259 13,528

営業外費用

支払利息 25,732 26,222

その他 － 1,260

営業外費用合計 25,732 27,482

経常利益 74,689 220,976

特別利益

補助金収入 452,455 －

その他 4,620 －

特別利益合計 457,075 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 2,193

固定資産圧縮損 452,364 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,731 －

その他 10,476 －

特別損失合計 468,572 2,193

税金等調整前四半期純利益 63,191 218,783

法人税、住民税及び事業税 25,673 92,289

法人税等合計 25,673 92,289

少数株主損益調整前四半期純利益 37,518 126,494

四半期純利益 37,518 126,494
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 37,518 126,494

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,994 △2,818

その他の包括利益合計 △5,994 △2,818

四半期包括利益 31,523 123,675

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,523 123,675

少数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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 63,191 218,783

減価償却費 121,154 133,160

引当金の増減額（△は減少） △76,820 △258

受取利息及び受取配当金 △2,033 △2,608

支払利息 25,732 26,222

補助金収入 △452,455 －

固定資産売却損益（△は益） △106 －

固定資産圧縮損 452,364 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,193

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,731 －

売上債権の増減額（△は増加） △134,356 △291,506

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,844 △17,114

仕入債務の増減額（△は減少） 76,057 224,484

その他 18,507 130,675

小計 78,123 424,031

利息及び配当金の受取額 1,765 2,359

補助金の受取額 452,455 －

利息の支払額 △26,011 △26,537

法人税等の支払額 △48,786 △11,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 457,546 388,146

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 △41,137 △38,112

定期預金の払戻による収入 60,914 60,000

有形固定資産の取得による支出 △938,532 △182,417

有形固定資産の売却による収入 4,038 －

無形固定資産の取得による支出 △12,797 △8,502

投資有価証券の取得による支出 △3,150 △93,730

貸付けによる支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 10,000 －

その他 △11,956 △9,024

投資活動によるキャッシュ・フロー △942,621 △271,786

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） 20,268 △15,000

長期借入れによる収入 480,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △128,828 △170,439

リース債務の返済による支出 △17,526 △18,684

配当金の支払額 △72,841 △72,982

財務活動によるキャッシュ・フロー 281,072 △77,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 344 △637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,658 38,617

現金及び現金同等物の期首残高 1,844,184 1,776,279

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,640,525 1,814,897
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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） 近における四半期毎の業績推移

平成24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 5,304,043 5,847,923  

営業利益 145,405 89,525  

経常利益 139,339 81,637  

四半期純利益 78,352 48,141  

１株当たり四半期純利益 5,350.11円 3,287.26円  

潜在株式調整後
5,335.50円 3,275.93円  

１株当たり四半期純利益

総資産 9,680,032 9,922,189  

純資産 4,073,190 4,117,595  

１株当たり純資産 278,128.39円 281,160.50円  

平成23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 4,704,786 5,065,150 5,355,590 5,071,033

営業利益 41,203 48,958 107,416 63,669

経常利益 35,010 39,678 95,612 57,538

四半期純利益 16,145 21,373 45,376 1,266

１株当たり四半期純利益 1,102.43円 1,459.43円 3,098.44円 86.48円

潜在株式調整後
1,095.94円 1,450.71円 3,086.57円 86.03円

１株当たり四半期純利益

総資産 9,132,187 9,497,463 10,048,081 9,584,791

純資産 3,990,731 4,010,105 4,061,644 4,067,145

１株当たり純資産 272,497.87円 273,820.82円 277,340.03円 277,715.61円

（２）部門別の状況

  平成23年３月期 平成24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22年４月１日) (自 平成23年４月１日)

(至 平成22年９月30日) (至 平成23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 3,145,500 32.2 3,553,699 31.9 408,199 13.0 

 仕入高 1,483,477 23.0 1,597,507 21.6 114,029 7.7

ホール野菜部門  

 売上高 5,373,345 55.0 6,173,178 55.4 799,832 14.9

 仕入高 3,878,650 60.1 4,562,567 61.8 683,917 17.6

その他部門  

 売上高 1,251,089 12.8 1,425,088 12.8 173,999 13.9

 仕入高 1,095,514 17.0 1,226,262 16.6 130,747 11.9

合  計  

 売上高 9,769,936 100.0 11,151,967 100.0 1,382,030 14.1

 仕入高 6,457,642 100.0 7,386,337 100.0 928,694 14.4
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