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平成２０年３月期  第３四半期財務・業績の概況 

   

平成 20 年 2 月 8 日 

上 場 会 社 名          株式会社 創 健 社                     上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号          ７４１３                                ＵＲＬ  http://www.sokensha.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 (氏名) 中 村    靖 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長兼経理部長 (氏名)  本 田 次 男  TEL (045)491－1441      
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成２０年３月期第３四半期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年 3 月期第 3四半期 6,042  △6.5 38  229.4 31   328.1  △159   ― 

19 年 3 月期第 3四半期  6,462  △1.7 11   ― 7   ―  17   ― 

19 年 3 月期 8,349  △1.1 △108   ― △129   ―  △150   ― 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年 3 月期第 3四半期 △22  62 ―  ― 

19 年 3 月期第 3四半期 2  51 ―  ― 

19 年 3 月期 △21  38 ―  ― 

 
(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

20 年 3 月期第 3四半期 4,404  1,324  29.1    181  50 

19 年 3 月期第 3四半期 5,093  1,657  31.8    229  74 

19 年 3 月期 4,394  1,490  33.0    211  31 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年 3 月期第 3四半期 1  308  △52   1,236  

19 年 3 月期第 3四半期 △152  79  152   1,235  

19 年 3 月期 △220  44  △3   977  
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第 3 四半期末 

20 年 3月期第 3四半期 
  円   銭

     ―   ―  

19 年 3月期第 3四半期     ―   ―  

 
 
３．平成２０年３月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1 日 ～ 平成 20 年 3 月 31 日）   【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

通     期 8,040  △3.7  30    ― 30  ― △236  ―  △33  58 

 
 
４．その他 
  
(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間における当社グループを取り巻くわが国の食品業界は、少子高齢化や

生活の変化による家庭内食の減少、原産地や原材料に対する消費者の不安や虚偽表示による不信等

が多発し、需要停滞を余儀なくされるとともに、原油や小麦を筆頭とする多くの資材・原料費の大

幅な高騰が企業収益を圧迫、当社グループにとりましても引き続き厳しい経営環境となりました。

 このような状況のもと、当社グループは当第１四半期連結会計期間より引き続き物流統合による

物流費の削減、WEB利用による受注業務の合理化など、全社的に業務と人員配置を大きく見直し、
経費の大幅削減に取り組みました。また市場と収益性の変化から取扱商品の大幅な見直しを行い、

商品の改廃を進めるとともに、資材・原料費の高騰に伴う価格の改訂を実施しました。新商品につ

いては健康ニーズに的確に応えるため厳選し、国産原料使用商品や有機食品、野菜・植物性の商品

の開発販売を進めました。中でもトランス型脂肪酸が最も少ないマーガリン「発酵豆乳入りマーガ

リン」を栄養機能食品としてビタミンＥを強化し、自然・環境に優しいキャラクターとして多くの

世代に人気があるピーターラビットをパッケージデザインに起用してリニューアル発売しました。

同じく今期販売に力を入れておりますメイシーちゃんシリーズ、ジロロモーニ・シリーズとともに

消費者に好評をもって迎えられております。これらの施策・改善については引き続き達成に努めて

参りますが、当第３四半期連結会計期間において経費の削減として効果が出て参りました。 
 その結果、売上高は６０億４２百万円（前年同期比 6.5％減）に留まりましたが、販売費及び一般
管理費が物流統合・業務改善により大幅に改善し１３億８９百万円（前年同期比 1億 43百万円減、
9.3％減）となった為、営業利益３８百万円（前年同期比 229.4％増）、経常利益３１百万円（前年同
期比 328.1％増）となりました。また第３四半期純損益は、当中間連結会計期間にて減損損失等の
特別損失２億２２百万円を計上しましたので四半期純損失１億５９百万円（前年同期は四半期純利

益 17百万円）となりました。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて９百万円増加とほぼ前

連結会計年度末と同額の４４億４百万円になりました。負債の部では、前連結会計年度末に比べて

１億７５百万円増加し３０億７９百万円になりました。この主な要因は、お節等による１２月度の

売上高増加に伴う支払手形及び買掛金の増加であります。純資産の部につきましては、前連結会計

年度末と比べて１億６５百万円減少し、１３億２４百万円となりました。この主な要因は、第３四

半期純損失１億５９百万円による減少であります。 
（キャッシュ・フロー状況） 
当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、

営業活動の結果１百万円及び投資活動の結果３億８百万円得て、財務活動の結果５２百万円を使用

し、前連結会計年度末に比べて２億５８百万円増加し、当第３四半期連結会計年度末には１２億３

６百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
売上債権増加等の要因により相殺されたものの、仕入債務等の増加３億２百万円と大きかったため、

営業活動の結果得られた資金は１百万円 (前年同期比1億53百万円増)となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
主に有形固定資産の売却による収入５億２９百万円により、投資活動で得られた資金は３億８百万

円(前年同期比2億29百万円増)となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
長期借入金５０百万円返済したことにより、財務活動の結果使用した資金は５２百万円 (前年同期比
２億４百万円減) となりました。 
 



   
 

 

 
－4－

㈱創健社（7413） 平成 20 年 3 月期第 3四半期財務・業績の概況 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 19年 11月 14日に公表いたしました「特別損失の発生及び平成２０年３月期中間期並びに通
期の業績予想の修正に関するお知らせ」にて業績修正を行いましたが、それ以後の業績につきまし

てはほぼ計画通りに推移する見込みであり、業績予想の変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

該当事項はありません。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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5．(要約) 四半期連結財務諸表 

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表 
（単位：千円,％） 

前年同四半期末 

（平成 19 年３月期  

第３四半期末）

当四半期末 

（平成 20 年３月期

第３四半期末）

増  減 
（参考）前期末 

平成 19 年３月期末科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金 1,309,751 1,354,277 44,526  1,087,709

受取手形及び売掛金 1,767,270 1,687,700 △79,569  1,407,825

有価証券 68,217 12,174 △56,043  32,124

たな卸資産 395,179 354,065 △41,113  330,016

繰延税金資産 2,479 541 △1,938  4,184

その他 55,077 40,671 △14,406  33,708

貸倒引当金 △3,004 △16,187 △13,183  △15,171

流動資産合計 3,594,972 3,433,243 △161,728 △4.5 2,880,397

Ⅱ 固定資産    

 1 有形固定資産    

  建物及び構築物 199,053 94,716 △104,337  192,191

  土地 848,948 225,285 △623,662  837,005

  その他 37,570 21,540 △16,029  25,685

有形固定資産合計 1,085,572 341,543 △744,029 △68.5 1,054,881

 2 無形固定資産   

  のれん 825 165 △660  660

  その他 6,260 9,234 2,973  6,452

無形固定資産合計 7,086 9,399 2,313 32.6 7,112

 3 投資その他の資産   

  投資有価証券 168,304 241,993 73,688  214,612

  保険積立金 199,370 210,601 11,231  202,555

  長期性預金 ― 137,181 137,181  ―

  繰延税金資産 5,639 6,468 829  5,879

  その他 89,842 100,998 11,156  106,828

  貸倒引当金 △57,214 △77,356 △20,142  △78,131

投資その他の資産合計 405,942 619,887 213,944 52.7 451,744

固定資産合計 1,498,601 970,830 △527,771 △35.2 1,513,739

  資産合計 5,093,574 4,404,073 △689,500 △13.5 4,394,136
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（単位：千円、％） 

 

 

 

前年同四半期末 

（平成 19 年３月期

第３四半期末） 

当四半期末 

（平成 20 年３月期

第３四半期末） 

増  減 
（参考）前期末 

平成 19 年３月期末科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

支払手形及び買掛金 1,708,326 1,599,335 △108,990  1,298,774

短期借入金 780,505 687,348 △93,157  665,257

賞与引当金 1,820 980 △840  12,138

役員賞与引当金 2,250 3,375 1,125  4,500

その他 195,412 180,764 △14,647  215,424

流動負債合計 2,688,313 2,471,802 △216,510 △8.1 2,196,094

Ⅱ 固定負債   

長期借入金 372,804 259,736 △113,068  332,623

退職給付引当金 214,948 195,853 △19,094  214,897

役員退職慰労引当金 80,450 95,300 14,850  83,500

繰延税金負債 29,346 21,152 △8,194  29,135

その他 50,110 35,811 △14,298  47,712

固定負債合計 747,658 607,853 △139,805 △18.7 707,868

負債合計 3,435,972 3,079,656 △356,315 △10.4 2,903,962

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 920,465 920,465 ― ― 920,465

２ 資本剰余金 763,185 411,979 △351,205 △46.0 763,185

３ 利益剰余金 △106,556 △83,333 23,222 ― △275,015

４ 自己株式 △763 △763 ― ― △763

株主資本合計 1,576,330 1,248,347 △327,982 △20.8 1,407,871

Ⅱ 評価・換算差額等   
１ その他有価証券評価差額金 

評価・換算差額等合計 
43,785

43,785

31,580

31,580

△12,204 

△12,204 

△27.9 

△27.9 
43,448

43,448

Ⅲ 少数株主持分 37,486 44,489 7,003 18.7 38,853

純資産合計 1,657,601 1,324,417 △333,184 △20.1 1,490,173

負債純資産合計 5,093,574 4,404,073 △689,500 △13.5 4,394,136
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(2) (要約) 四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

 
 

 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期

第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期

第３四半期） 

増  減 
（参考）前期 

平成 19 年３月期 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 6,462,530 6,042,123 △420,406 △6.5 8,349,152

Ⅱ 売上原価 4,917,773 4,613,441 △304,332 △6.2 6,370,182

売上総利益 1,544,757 1,428,682 △116,074 △7.5 1,978,969

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

荷造運送費・保管費 396,240 405,388 9,147  536,761

貸倒引当金繰入額 187 241 53  42,935

給与手当 539,727 458,141 △81,586  706,692

役員賞与引当金繰入額 2,250 3,375 1,125  4,500

賞与引当金繰入額 1,324 461 △863  11,517

研究開発費 34,250 30,988 △3,261  46,611

退職給付費用 47,096 18,127 △28,968  62,672

役員退職慰労引当金繰入額 7,250 11,800 4,550  10,300

その他 504,656 461,373 △43,283  665,342

販売費及び一般管理費合計 1,532,983 1,389,896 △143,086 △9.3 2,087,332

営業利益又は営業損失（△） 11,773 38,785 27,011 229.4 △108,363

Ⅳ 営業外収益   

受取利息 874 1,436 561  ―

受取配当金 1,727 1,573 △153  2,580

破損商品等賠償金 2,474 4,571 2,097  3,595

受取賃貸料 1,567 ― △1,567  1,593

為替差益 772 1,324 551  413

その他 3,301 2,923 △377  5,386

営業外収益合計 10,717 11,828 1,110 10.4 13,569

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 13,219 12,741 △478  18,091

賃貸原価 1,621 ― △1,621  1,666

持分法による投資損失 ― 5,456 5,456  1,246

その他 284 884 600  13,516

営業外費用合計 15,126 19,082 3,956 26.2 34,521

経常利益又は経常損失（△） 7,365 31,532 24,166 328.1 △129,314

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 ― 34,536 34,536  422

投資有価証券売却益 24,044 ― △24,044  24,044

貸倒引当金戻入益 3,960 ― △3,960  1,479

現金受贈益 ― 20,000 20,000  ―

積立保険満期返戻金 7,036 ― △7,036  7,036

役員退職慰労引当金戻入益 7,200 ― △7,200  7,200

その他 422 ― △422  ―

特別利益合計 42,664 54,536 11,872 27.8 40,183

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損 3,773 2,105 △1,668  6,267

減損損失 2,756 192,750 189,994  17,808

投資有価証券評価損 ― 27,189 27,189  ―

その他 ― ― ―  4,047

特別損失合計 6,529 222,045 215,515 ― 28,123

税金等調整前四半期純利益 

又は税金等調整前四半期 

(当期)純損失(△) 

43,499 △135,976 △179,476 ― △117,254

法人税、住民税及び事業税 22,507 13,204 △9,303 △41.3 30,760

法人税等調整額 △1,614 3,093 4,707 ― △3,537

少数株主利益 4,931 7,249 2,318 47.0 6,306

四半期純利益又は 

四半期(当期)純損失（△） 
17,675 △159,523 △177,199 ― △150,783
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(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期 (平成 19 年３月期 第３四半期) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 920,465 763,185 △121,981 △374 1,561,293

四半期中の変動額  

四半期純利益 17,675  17,675

自己株式の取得 △388 △388

役員賞与 △2,250  △2,250

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額(純額) 
 

四半期中の変動額合計(千円) ― ― 15,425 △388 15,037

平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) 920,465 763,185 △106,556 △763 1,576,330

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 63,765 63,765 34,809 1,659,868 

四半期中の変動額  

四半期純利益 17,675 

自己株式の取得 △388 

役員賞与 △2,250 

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額(純額) 
△19,980 △19,980 2,676 △17,303 

四半期中の変動額合計(千円) △19,980 △19,980 2,676 △2,266 

平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) 43,785 43,785 37,486 1,657,601 
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当四半期 (平成 20 年３月期 第３四半期) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 920,465 763,185 △275,015 △763 1,407,871

四半期中の変動額  

欠損填補による資本剰余金の取崩 △351,205 351,205  ―

四半期純損失 △159,523  △159,523

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額(純額) 
 

四半期中の変動額合計(千円) ― △351,205 191,681 ― △159,523

平成 19 年 12 月 31 日残高(千円) 920,465 411,979 △83,333 △763 1,248,347

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 43,448 43,448 38,853 1,490,173 

四半期中の変動額  

欠損填補による資本剰余金の取崩 ― 

四半期純損失 △159,523 

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額(純額) 
△11,868 △11,868 5,635 △6,232 

四半期中の変動額合計(千円) △11,868 △11,868 5,635 △165,756 

平成 19 年 12 月 31 日残高(千円) 31,580 31,580 44,489 1,324,417 
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(参考) 前期 (平成 19 年３月期) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 920,465 763,185 △121,981 △374 1,561,293

連結会計年度中の変動額  

役員賞与 △2,250  △2,250

当期純損失 △150,783  △150,783

自己株式の取得 △388 △388

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額) 
 

連結会計年度中の変動額合計(千円) ― ― △153,033 △388 △153,422

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 920,465 763,185 △275,015 △763 1,407,871

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 63,765 63,765 34,809 1,659,868 

連結会計年度中の変動額  

役員賞与 △2,250 

当期純損失 △150,783 

自己株式の取得 △388 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額) 
△20,316 △20,316 4,043 △16,272 

連結会計年度中の変動額合計(千円) △20,316 △20,316 4,043 △169,694 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 43,448 43,448 38,853 1,490,173 
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(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

 

前年同四半期 

（平成 19 年３月期  

第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期  

第３四半期） 

（参考）前期 

平成 19 年３月期 

区 分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャシュ・フロー  

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 

又は税金等調整前四半期（当期）純損失(△) 
43,499 △135,976 △117,254

減価償却費 18,305 17,007 28,151

減損損失 2,756 192,750 17,808

固定資産売却損益(差益：△) △422 △34,536 △232

投資有価証券評価損 ― 27,189 ―

投資有価証券売却損益(差益：△) △24,044 ― △24,044

売上債権の増減額(増加：△) △494,133 △280,347 △173,351

貸倒引当金の増減額(減少：△) △3,772 241 29,311

賞与引当金の増減額(減少：△) △41,072 △11,158 △30,754

役員賞与引当金の増減額(減少：△) 2,250 △1,125 4,500

退職給付引当金の増減額(減少：△) 3,540 △19,043 3,489

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △21,150 11,800 △18,100

たな卸資産の増減額(増加：△) △36,314 △33,925 24,990

仕入債務の増減額（減少：△） 436,473 302,930 32,219

その他 △2,643 △14,209 39,874

小 計 △116,727 21,597 △183,390

利息及び配当金の受取額 2,478 2,666 3,907

現金受贈による収入 ― 20,000 ―

利息の支払額 △13,920 △12,101 △17,198

法人税等の支払額 △24,403 △31,017 △23,333

営業活動によるキャッシュ・フロー △152,573 1,144 △220,015

Ⅱ 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 △154,362 △279,362 △234,362

定期預金に払戻による収入 154,362 154,362 234,362

投資有価証券の取得による支出 △1,097 △79,925 △37,271

投資有価証券の売却による収入 30,820 ― 30,820

関係会社株式の売却による収入 1,000 ― 1,000

有形固定資産の取得による支出 △4,827 △7,945 △8,203

有形固定資産の売却による収入 6,253 529,316 19,994

貸付による支出 △3,150 ― △3,150

貸付の回収による収入 9,318 1,785 7,371

保険積立金の返戻による収入 49,384 162 49,384

その他 △8,452 △9,624 △15,302

投資活動によるキャッシュ・フロー 79,250 308,769 44,643

Ⅲ 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(減少：△) 160,000 ― 60,000

長期借入れによる収入 300,000 ― 300,000

長期借入金の返済による支出 △188,482 △50,796 △243,911

社債の償還による支出 △117,500 ― △117,500

自己株式の取得による支出 △388 ― △388

親会社による配当金の支払額 ― △18 △147

少数株主への配当金の支払額 △1,500 △1,600 △1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 152,129 △52,414 △3,447

Ⅳ 現金及び現金同等物係る換算差額 444 1,299 △65

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 79,250 258,799 △178,885

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,156,538 977,652 1,156,538

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,235,788 1,236,452 977,652
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(5) 品目別実績(連結) 
ⅰ) 販売実績 

品目売上高 (単位：千円、％)

 期別  前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

 第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

 第３四半期） 

増 減 

（参考）前期

平成 19 年 

３月期 

 品目  金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 

    

油脂・乳製品 579,169 9.0 550,213 9.1 △28,955 △5.0 746,257

調味料 1,936,476 30.0 1,813,330 30.0 △123,145 △6.4 2,479,813

嗜好品・飲料  945,304 14.6 907,353 15.0 △37,951 △4.0 1,221,908

乾物・雑穀  587,410 9.1 585,602 9.7 △1,807 △0.3 780,493 

副食品 1,197,175 18.5 1,184,760 19.6 △12,415 △1.0 1,509,300 

栄養補助食品 916,477 14.2 737,235 12.2 △179,241 △19.6 1,222,916 

その他  300,517 4.6 263,627 4.4 △36,889 △12.3 388,462 

 合計  6,462,530 100.0 6,042,123 100.0 △420,406 △6.5 8,349,152 

（注）１ 主要顧客(総販売実績に対する割合が10％以上)に該当するものはありません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

ⅱ) 仕入実績 

品目仕入高 (単位：千円、％)

 期別 前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

 第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

 第３四半期） 

増 減 

（参考）前期

平成 19 年 

３月期 

品目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 

     

油脂・乳製品 414,977 8.4 391,194 8.5 △23,782 △5.7 537,684

調味料 1,538,569 31.0 1,430,414 30.9 △108,154 △7.0 1,936,436

嗜好品・飲料 734,682 14.8 678,575 14.6 △56,106 △7.6 934,024

乾物・雑穀 464,660 9.4 450,624 9.7 △14,035 △3.0 608,594

副食品 854,668 17.2 862,413 18.6 7,744 0.9 1,064,824

栄養補助食品 672,097 13.5 565,934 12.2 △106,163 △15.8 901,436

その他 282,523 5.7 256,651 5.5 △25,872 △9.2 367,903

合計 4,962,179 100.0 4,635,807 100.0 △326,371 △6.6 6,350,904

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(6) セグメント情報 

i)事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期 (平成 19 年３月期第３四半期) 

当連結グループは、健康自然食品の卸売業として、同一セグメントに属する商品の企画、仕入、販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

当四半期 (平成 20 年３月期第３四半期) 

当連結グループは、健康自然食品の卸売業として、同一セグメントに属する商品の企画、仕入、販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

(参考) 前期 (平成 19 年３月期) 

当連結グループは、健康自然食品の卸売業として、同一セグメントに属する商品の企画、仕入、販売を

行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

ⅱ）所在地別セグメント情報 

前年同四半期(平成 19 年３月期第３四半期) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

 

当四半期 (平成 20 年３月期第３四半期) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

 

(参考) 前期 (平成 19 年３月期) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

 

ⅲ）海外売上高 

前年同四半期(平成 19 年３月期第３四半期) 

海外売上高は連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当四半期 (平成 20 年３月期第３四半期) 

海外売上高は連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(参考) 前期 (平成 19 年３月期) 

海外売上高は連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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6．(要約) 四半期個別財務諸表 

(1) (要約) 四半期個別貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

（平成 19 年３月期

 第３四半期末）

当四半期末 

（平成 20 年３月期

 第３四半期末）

増  減 
（参考）前期末 

平成 19 年３月期末科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

現金及び預金 1,176,004 1,253,769 77,765  943,190

受取手形 169,217 121,546 △47,670  138,802

売掛金 1,509,850 1,473,320 △36,529  1,166,473

有価証券 68,217 12,174 △56,043  32,124

たな卸資産 352,252 290,278 △61,974  289,575

その他 56,780 41,990 △14,789  34,140

貸倒引当金 △2,854 △15,629 △12,775  △14,488

流動資産合計 3,329,468 3,177,451 △152,017 △4.6 2,589,817

Ⅱ 固定資産   

 1 有形固定資産   

 建物 188,613 86,995 △101,617  181,997

 土地 848,948 225,285 △623,662  837,005

 その他 30,681 13,317 △17,364  18,870

 有形固定資産合計 1,068,242 325,598 △742,644 △69.5 1,037,872

 2 無形固定資産 5,968 8,973 3,004 50.3 6,167

 3 投資その他の資産   

 投資有価証券 197,372 277,912 80,539  244,980

 保険積立金 182,300 193,175 10,874  185,019

 長期性預金 ― 137,181 137,181  ―

 その他 96,012 105,160 9,147  112,503

 貸倒引当金 △57,214 △77,356 △20,142  △78,131

 投資その他の資産合計 418,471 636,072 217,600 52.0 464,372

固定資産合計 1,492,683 970,644 △522,038 △35.0 1,508,412

  資産合計 4,822,151 4,148,095 △674,056 △14.0 4,098,230
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（単位：千円、％）

前年同四半期末 

（平成 19 年３月期

第３四半期末） 

当四半期末 

（平成 20 年３月期

 第３四半期末）

増  減 
(参考）前期末 

平成 19 年３月期末科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）   

 Ⅰ 流動負債   

  支払手形 748,208 687,529 △60,679  590,759

  買掛金 875,712 830,331 △45,381  611,266

  短期借入金 772,405 684,248 △88,157  657,157

  未払法人税等 9,526 4,857 △4,669  13,233

  未払消費税等 9,288 16,965 7,676  8,271

  賞与引当金 763 ― △763  10,261

  その他 154,178 145,746 △8,432  165,470

 流動負債合計 2,570,083 2,369,678 △200,405 △7.8 2,056,419

 Ⅱ 固定負債   

  長期借入金 349,254 259,286 △89,968  311,098

  繰延税金負債 29,346 21,152 △8,194  29,135

  退職給付引当金 214,948 195,853 △19,094  214,897

  役員退職慰労引当金 66,750 79,400 12,650  69,200

  その他 45,084 30,735 △14,349  42,637

 固定負債合計 705,383 586,427 △118,955 △16.9 666,967

 負債合計 3,275,467 2,956,106 △319,361 △9.8 2,723,387

(純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 920,465 920,465 ― ― 920,465

２ 資本剰余金   

 (1)資本準備金 763,185 411,979 △351,205 △46.0 763,185

  資本剰余金合計 763,185 411,979 △351,205 △46.0 763,185

３ 利益剰余金   

 (1)利益準備金 122,375 ― △122,375  122,375

 (2)その他利益剰余金   

     別途積立金 424,000 ― △424,000  424,000

     繰越利益剰余金 △726,051 △171,026 555,024  △897,580

  利益剰余金合計 △179,676 △171,026 8,649 △4.8 △351,205

４ 自己株式 △763 △763 ― ― △763

株主資本合計 1,503,210 1,160,654 △342,556 △22.8 1,331,681

 Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金 43,474 31,334 △12,139 △27.9 43,161

評価・換算差額等合計 43,474 31,334 △12,139 △27.9 43,161

純資産合計 1,546,684 1,191,989 △354,695 △22.9 1,374,842

負債、純資産合計 4,822,151 4,148,095 △674,056 △14.0 4,098,230
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(2) (要約) 四半期個別損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

（平成 19 年 3月期

第 3四半期） 

当四半期 

（平成 20 年 3月期

第 3四半期） 

増  減 
(参考）前期 

平成 19 年 3月期 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 6,028,879 5,634,261 △394,617 △6.5 7,768,015

Ⅱ 売上原価 4,613,227 4,328,698 △284,529 △6.2 5,962,572

売上総利益 1,415,651 1,305,563 △110,088 △7.8 1,805,442

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,440,028 1,290,742 △149,285 △10.4 1,961,244

  営業利益又は営業損失(△) △24,376 14,820 39,197 ― △155,801

Ⅳ 営業外収益   

  受取配当金 6,214 6,361 147  7,068

  為替差益 772 1,324 551  413

  破損商品等賠償金 2,446 4,449 2,002  3,567

  受取賃貸料 2,647 1,530 △1,117  3,133

  その他 5,889 6,197 307  7,740

  営業外収益合計 17,971 19,863 1,891 10.5 21,922

Ⅴ 営業外費用   

  支払利息 12,732 12,503 △228  17,322

  賃貸原価 1,621 327 △1,294  1,666

  その他 78 880 801  13,450

  営業外費用合計 14,432 13,711 △721 △5.0 32,439

経常利益又は経常損失(△) △20,838 20,971 41,810 ― △166,318

Ⅵ 特別利益   

  固定資産売却益 ― 34,536 34,536  422

  投資有価証券売却益 24,044 ― △24,044  24,044

  貸倒引当金戻入益 3,760 ― △3,760  1,479

  積立保険満期返戻金 7,036 ― △7,036  7,036

  役員退職慰労引当金戻入益 7,200 ― △7,200  7,200

  その他 422 ― △422  ―

  特別利益合計 42,464 34,536 △7,927 △18.7 40,183

Ⅶ 特別損失   

  固定資産除却損 3,599 2,086 △1,512  6,092

  減損損失 2,756 192,750 189,994  17,808

  投資有価証券評価損 ― 27,189 27,189  ―

  その他 ― ― ―  4,047

  特別損失合計 6,355 222,026 215,671 ― 27,949

  税引前四半期純利益又は  

 税引前四半期（当期）純損失（△） 
15,270 △166,517 △181,788 ― △154,083

  法人税、住民税及び事業税 7,345 4,508 △2,836 △38.6 9,520

  四 半 期 純 利 益 又 は  

  四半期（当期）純損失（△） 
7,925 △171,026 △178,951 ― △163,604

 


