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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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 ％

28年３月期第２四半期 23,778 3.8 605 39.8 718 30.2 450 30.6

27年３月期第２四半期 22,918 4.1 432 25.0 552 22.4 344 25.9
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 455百万円( 24.6％) 27年３月期第２四半期 365百万円( 24.5％)
　

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

28年３月期第２四半期 50.39 ―

27年３月期第２四半期 38.58 ―
　

　

（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 ％

28年３月期第２四半期 29,398 20,016 68.1

27年３月期 28,581 19,668 68.8
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 20,016百万円 27年３月期 19,668百万円
　

　

　

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

27年３月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

28年３月期 ― 14.00

28年３月期(予想) ― 14.00 28.00

(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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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 48,100 3.1 1,106 2.2 1,328 0.1 925 2.4 103.45
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　
　

（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 ： 有

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
　

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見
積りの変更・修正再表示（会計方針の変更）」をご覧ください。

　
　

（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) 28年３月期２Ｑ 9,152,640株 27年３月期 9,152,640株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 211,335株 27年３月期 211,275株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 8,941,336株 27年３月期２Ｑ 8,941,427株
　

　

※ 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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※ 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、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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、企業収益及び雇用・所得環境の改善が図られ、緩やかな回

復傾向が続いております。景気の先行きにつきましても各種政策の効果により、緩やかに回復していくことが期

待されておりますが、一方で、中国経済をはじめとした海外景気の下振れなど、国内景気を下押しするリスクに

は留意する必要があり、不透明さが残る状況となっております。

食品業界におきましては、お客様の節約志向に変化が見られないなか、円安などによる原材料価格上昇への対

応も求められており、厳しい環境で推移いたしました。

このような経営環境のもと当社グループは、平成27年度経営方針「企業の質と価値を高める」を掲げ、お客様

に喜んで頂けるきめ細かな営業活動ができる社員こそが企業の質であり、より優れた商品を提供すること、より

付加価値の高いご提案をすることが企業の価値と考えております。この「質」と「価値」を高めるため、人財の

育成とその環境づくりを最重要政策として進めております。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、新規開拓や既存のお客様への深耕が進んだ事、及び仕入れ

の見直しなどにより売上高、粗利益高は堅調に推移いたしました。

この結果、売上高は237億78百万円(前年同四半期比3.8％増)、営業利益は6億5百万円(同39.8％増)、経常利益

は7億18百万円(同30.2％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、4億50百万円(同30.6％増)となりました。

なお、第１四半期連結累計期間より、「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）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

卸売業部門におきましては、東北各県及び北関東エリアの新規得意先様の開拓、既存得意先様への更なる深耕

を行うために、製菓・学校給食・事業所給食・外食・惣菜それぞれが業種別の専門性を活かした展示会の開催、

それを支えるため仕入先様とのより一層の協力的な関係づくり、更にはきめ細かな物流体制の整備など、総合力

で営業活動に取り組んでおります。商品開発におきましては「ＪＦＳＡ」ブランドを中心とするオリジナル商品、

東北各地域の原材料を使用した地産地消商品の開発、一方で、原材料価格の上昇による商品値上げに対応した提

案商品の見直しなど、同業他社との差別化戦略(「質」と「価値」を高める提案力)に重点を置いた商品の提供に

努めてまいりました。

この結果、売上高207億64百万円(前年同四半期比3.4％増)、セグメント利益(営業利益)は7億20百万円(同40.6

％増)となりました。

小売業部門におきましては、業務用食品専門店として、業者会員様へのサービス向上のため、ご来店時の商品

提案型の接客営業や「Ｃ＆Ｃメンバーズ・インフォメーション」による商品情報、専門商材の品揃えの充実など、

付加価値が高くお役に立つ情報の提供を行っております。また、毎月初めに開催するスタートダッシュセールや

業種別毎の特売イベントなど、活気ある売り場づくりにより、一般のお客様に対しても魅力あるオリジナル商品

の充実に努め、より楽しく・買いやすく、そして次の来店に繋がる店づくりに取り組んでおります。その効果は、

主要顧客であります中小飲食店業者会員様の来店数増加と新規会員様の増加に繋がりました。一方で、業績拡大

のため業務用食品専門店として19店舗目となる「荒巻店」を仙台市内に開設いたしました。

この結果、売上高は30億13百万円(前年同四半期比6.0％増)、セグメント利益(営業利益)は1億78百万円(同8.8

％増)となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ8億16百万円増加し、293億98百万円となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金が3億69百万円、有価証券が8億20百万円それぞれ増加し、投資有価証

券が4億93百万円減少したことによるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ4億68百万円増加し、93億82百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。
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（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ3億47百万円増加し、200億16百万円となり

ました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益4億50百万円、剰余金の配当1億7百万円によるものであ

ります。

この結果、自己資本比率は68.1％(前連結会計年度末68.8％)となりました。

　

②キャッシュ・フローの状況

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

べ5億円減少し、57億47百万円(前年同四半期48億37百万円)となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は5億29百万円(前年同四半期7億97百万円の獲得)となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益によるものであります。

（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9億21百万円(前年同四半期13億24百万円の使用)となりました。これは主に、有

価証券及び投資有価証券の償還及び取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1億7百万円(前年同四半期1億7百万円の使用)となりました。これは主に、配当

金の支払によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年５月12日の「平成27年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の

連結業績予想に変更はありません。

　

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

該当事項はありません。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「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）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前

連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,048,589 1,047,918

受取手形及び売掛金 5,153,496 5,522,730

有価証券 6,279,803 7,100,000

商品 2,176,036 2,439,115

その他 627,090 530,170

貸倒引当金 △7,208 △7,433

流動資産合計 15,277,808 16,632,501

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,661,398 1,630,824

土地 3,994,426 3,978,948

その他（純額） 409,717 411,261

有形固定資産合計 6,065,541 6,021,033

無形固定資産 59,440 53,269

投資その他の資産

投資有価証券 5,876,277 5,382,514

その他 1,310,642 1,314,455

貸倒引当金 △7,831 △5,581

投資その他の資産合計 7,179,088 6,691,389

固定資産合計 13,304,069 12,765,692

資産合計 28,581,878 29,398,194

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,746,251 7,371,445

短期借入金 590,000 590,000

未払法人税等 243,000 241,200

賞与引当金 272,775 348,899

その他 808,419 573,832

流動負債合計 8,660,447 9,125,377

固定負債

役員退職慰労引当金 176,229 185,433

退職給付に係る負債 19,805 21,211

資産除去債務 5,995 6,049

その他 51,027 44,073

固定負債合計 253,057 256,766

負債合計 8,913,504 9,382,143
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,405,800 1,405,800

資本剰余金 1,441,717 1,441,717

利益剰余金 16,937,365 17,280,594

自己株式 △187,793 △187,860

株主資本合計 19,597,089 19,940,250

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 69,149 71,736

退職給付に係る調整累計額 2,134 4,063

その他の包括利益累計額合計 71,284 75,799

純資産合計 19,668,373 20,016,050

負債純資産合計 28,581,878 29,398,194
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 22,918,227 23,778,356

売上原価 19,052,117 19,621,009

売上総利益 3,866,110 4,157,347

販売費及び一般管理費 3,433,354 3,552,337

営業利益 432,756 605,009

営業外収益

受取利息 67,948 67,876

受取配当金 4,191 5,080

持分法による投資利益 20,437 12,878

受取賃貸料 27,162 26,523

その他 7,941 9,253

営業外収益合計 127,681 121,612

営業外費用

支払利息 1,461 1,434

賃貸収入原価 6,845 6,259

営業外費用合計 8,306 7,693

経常利益 552,131 718,928

特別利益

投資有価証券売却益 3,476 ―

特別利益合計 3,476 ―

特別損失

換地処分損 ― 12,503

訴訟和解金 16,230 ―

社葬費用 ― 15,366

その他 76 2,862

特別損失合計 16,307 30,731

税金等調整前四半期純利益 539,300 688,196

法人税、住民税及び事業税 224,795 243,056

法人税等調整額 △30,461 △5,384

法人税等合計 194,333 237,671

四半期純利益 344,966 450,524

親会社株主に帰属する四半期純利益 344,966 450,524
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 344,966 450,524

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,784 2,586

退職給付に係る調整額 3,520 1,928

その他の包括利益合計 20,304 4,514

四半期包括利益 365,270 455,039

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 365,270 455,039

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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 539,300 688,196

減価償却費 137,858 135,430

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,860 9,204

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,471 76,123

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,328 △2,024

受取利息及び受取配当金 △72,140 △72,957

支払利息 1,461 1,434

持分法による投資損益（△は益） △20,437 △12,878

社葬費用 ― 15,366

訴訟和解金 16,230 ―

換地処分損 ― 12,503

投資有価証券売却損益（△は益） △3,476 ―

売上債権の増減額（△は増加） △413,155 △369,234

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,720 △263,413

仕入債務の増減額（△は減少） 570,788 625,193

その他 134,766 △132,270

小計 996,918 710,673

利息及び配当金の受取額 75,615 85,802

利息の支払額 △1,463 △1,433

法人税等の支払額 △271,665 △250,631

社葬費用の支払額 ― △15,366

その他 △1,767 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,636 529,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △1,800,000 △2,500,000

有価証券の償還による収入 500,000 1,980,000

有形固定資産の取得による支出 △57,503 △93,027

無形固定資産の取得による支出 △818 △2,494

投資有価証券の取得による支出 △502,096 △1,002,100

投資有価証券の売却による収入 18,472 ―

投資有価証券の償還による収入 500,000 700,000

その他 17,603 △4,366

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,324,341 △921,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加） △45 △67

配当金の支払額 △107,297 △107,296

その他 △319 △361

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,662 △107,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 165 ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △634,201 △500,670

現金及び現金同等物の期首残高 5,471,447 6,248,589

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,837,246 5,747,918
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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）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２卸売業部門 小売業部門

売上高

外部顧客への売上高 20,074,043 2,844,184 22,918,227 ― 22,918,227

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 20,074,043 2,844,184 22,918,227 ― 22,918,227

セグメント利益 512,408 163,734 676,142 △243,386 432,756

(注) １．セグメント利益の調整額△243,386千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用で

あります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２卸売業部門 小売業部門

売上高

外部顧客への売上高 20,764,753 3,013,603 23,778,356 ― 23,778,356

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 20,764,753 3,013,603 23,778,356 ― 23,778,356

セグメント利益 720,424 178,092 898,516 △293,507 605,009

(注) １．セグメント利益の調整額△293,507千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用で

あります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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