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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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1四半期 8,642 5.3 △64 ― △64 ― △31 ―

23年3月期第1四半期 8,209 1.6 7 △93.5 26 △66.7 14 △51.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △68百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △29百万円 （―％）

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1四半期 △4.05 ―

23年3月期第1四半期 1.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 19,753 7,386 36.5
23年3月期 18,838 7,536 39.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,201百万円 23年3月期  7,346百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 16,659 1.3 86 △8.1 50 △49.5 33 △44.3 4.30
通期 34,465 1.6 485 179.3 417 148.8 209 10.0 27.19



(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  ：  無  

(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
四半期連結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およ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。 

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1Q 8,000,000 株 23年3月期 8,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 291,660 株 23年3月期 291,660 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,708,340 株 23年3月期1Q 7,708,400 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サプライチェーンの立て直しが進み、生産活動が

回復するのに伴い、海外経済の緩やかな回復や各種の政策効果などによる景気回復が期待されるもの

の、電力供給の制約や原子力災害および原油高の影響により、先行き不透明な状況となっております。

当社グループの主力マーケットである食品業界におきましても、消費者の節約志向やデフレの長期化

により、厳しい状況となっております。また、コーヒー業界におきましても、引き続きコーヒー生豆相

場が高値で推移したことで業績へ大きな影響を与えることとなり、厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中で、当社グループは「THE GLOBAL FOOD MERCHANDISER」をめざすべき企業像

として掲げ、最適産地の発掘から製造、流通、マーケティング、品質管理等の全ての工程に関わり合っ

て商品の価値を高めていく、いわゆるマーチャンダイジング活動に全力を注ぎ、「食」を通じて人々と

ともに喜びを共有できる企業をめざしております。 

 また、当連結会計年度は新成長戦略（GO GO PLAN）を策定し、営業強化(「重点商品の販売拡

大」、「顧客との取組強化」、「海外事業拡大」)、体制強化(「部門・チーム間の連携強化」、「品質

体系の確立」、「物流、人事、財務、情報システム改革」)という強化策に取り組んでおります。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は8,642百万円（前年同期比5.3％増加）となり

ましたが、利益面につきましては、コーヒー生豆相場および原材料価格高騰の影響等により売上総利益

率が低下し、営業損益は64百万円の損失(前年同期は７百万円の営業利益)、経常損益は64百万円の損失

(前年同期は26百万円の経常利益)、四半期純損益は31百万円の損失(前年同期は14百万円の四半期純利

益)となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間における各品目別の売上高の状況は次のとおりであります。 

① コーヒー生豆 

コーヒー生豆の売上高は販売数量の増加および相場高騰に伴う販売単価の上昇により、1,601百

万円（前年同期比43.8％増加）となりました。 

② 飲料製品および原料 

レギュラーコーヒーの売上高はコーヒーバッグが減少したものの、飲料メーカー向け原料および

家庭用袋入商品が増加したことにより、前年同期比14.2％増加いたしました。インスタントコーヒ

ーの売上高は飲料メーカー向け原料および家庭用袋入商品が増加したことにより、前年同期比

25.2％増加いたしました。茶類の売上高は家庭用紅茶ティーバッグが増加したものの、飲料メーカ

ー向け原料が減少したことにより、前年同期比13.5％減少いたしました。その結果、飲料製品およ

び原料の売上高は1,233百万円（前年同期比3.2％増加）となりました。 

③ 常温食品 

フルーツや野菜の加工食品の売上高はミカン缶詰、マッシュルーム缶詰およびスイートコーン缶

詰の増加により、前年同期比8.7％増加いたしました。イタリアからの輸入食品の売上高はパスタ

が増加したものの、オリーブオイルが減少したことにより、前年同期比5.9％減少いたしました。

国内メーカー商品の売上高は国内販売が減少したことと海外向け輸出が原子力災害による海外での

輸入規制、風評被害等により減少したことにより、前年同期比8.8％減少いたしました。その結

果、常温食品の売上高は2,113百万円（前年同期比7.4％減少）となりました。 

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
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④ 冷凍食品 

水産加工品の売上高はイカ加工品等が減少したものの、エビ加工品およびタコ加工品が増加した

ことにより、前年同期比3.0％増加いたしました。調理加工品の売上高は豚肉加工品が減少したも

のの、鶏肉加工品が増加したことにより、前年同期比1.8％増加いたしました。国内メーカー商品

の売上高は国内販売および輸出が減少したことにより、前年同期比6.1％減少いたしました。その

結果、冷凍食品の売上高は2,175百万円（前年同期比0.3％減少）となりました。 

⑤ 食品原料 

食品原料の売上高は生鮮野菜が減少したものの、トマト加工品や飲料メーカー向けの原料が増加

したことにより、1,452百万円（前年同期比7.2％増加）となりました。 

⑥ その他 

その他の売上高につきましては、67百万円（前年同期比16.1％減少）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産合計は19,753百万円となり、前連結会

計年度末に比べ915百万円の増加となりました。これは主に売上債権およびたな卸資産の増加によるも

のであります。 

負債合計は12,367百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,065百万円の増加となりました。これは

主に借入金の増加によるものであります。 

純資産合計は7,386百万円となり、前連結会計年度末に比べて149百万円の減少となりました。これは

主に当第１四半期連結累計期間の四半期純損失31百万円および配当金の支払い77百万円によるものであ

ります。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から変更はありませ

ん。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,974,380 1,647,272

受取手形及び売掛金 5,496,238 5,874,386

商品及び製品 4,068,969 5,032,028

未着商品 859,448 705,840

仕掛品 17,905 8,676

原材料及び貯蔵品 57,378 58,489

その他 320,275 304,740

貸倒引当金 △161,964 △167,372

流動資産合計 12,632,631 13,464,062

固定資産

有形固定資産 2,825,007 2,917,512

無形固定資産 134,269 123,695

投資その他の資産

投資有価証券 2,869,697 2,890,837

その他 711,879 691,053

貸倒引当金 △350,847 △347,790

投資その他の資産合計 3,230,729 3,234,101

固定資産合計 6,190,005 6,275,309

繰延資産 16,077 14,571

資産合計 18,838,714 19,753,944
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,770,963 3,086,872

短期借入金 1,584,000 2,630,000

1年内償還予定の社債 180,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 1,051,928 1,013,428

未払法人税等 59,553 5,996

賞与引当金 129,662 83,010

その他 1,349,133 1,500,649

流動負債合計 7,125,241 8,499,957

固定負債

社債 730,000 660,000

長期借入金 2,623,202 2,393,720

退職給付引当金 111,051 114,193

その他 713,078 699,811

固定負債合計 4,177,332 3,867,724

負債合計 11,302,573 12,367,682

純資産の部

株主資本

資本金 623,200 623,200

資本剰余金 357,000 357,000

利益剰余金 6,449,206 6,340,937

自己株式 △107,398 △107,398

株主資本合計 7,322,008 7,213,739

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,771 9,918

繰延ヘッジ損益 15,078 △21,847

その他の包括利益累計額合計 24,850 △11,929

少数株主持分 189,282 184,452

純資産合計 7,536,141 7,386,262

負債純資産合計 18,838,714 19,753,944

石光商事㈱（2750）平成24年３月期第１四半期決算短信

－6－



（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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 8,209,233 8,642,704

売上原価 7,077,115 7,618,978

売上総利益 1,132,118 1,023,725

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 29,834 2,475

報酬及び給料手当 275,570 267,364

賞与引当金繰入額 73,436 73,627

その他 746,253 744,959

販売費及び一般管理費合計 1,125,094 1,088,427

営業利益又は営業損失（△） 7,023 △64,701

営業外収益

受取利息 956 1,090

受取配当金 1,623 1,294

持分法による投資利益 28,902 25,376

受取賃貸料 6,300 6,800

その他 23,849 7,228

営業外収益合計 61,631 41,789

営業外費用

支払利息 25,032 27,025

その他 17,355 14,691

営業外費用合計 42,387 41,717

経常利益又は経常損失（△） 26,267 △64,629

特別利益

貸倒引当金戻入額 703 －

特別利益合計 703 －

特別損失

固定資産除却損 2,675 －

投資有価証券売却損 － 1,868

その他 347 －

特別損失合計 3,022 1,868

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

23,948 △66,498

法人税、住民税及び事業税 3,335 3,441

法人税等調整額 5,542 △38,317

法人税等合計 8,877 △34,876

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

15,070 △31,621

少数株主利益又は少数株主損失（△） 285 △435

四半期純利益又は四半期純損失（△） 14,784 △31,185
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  (四半期連結包括利益計算書)

 (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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

15,070 △31,621

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,559 △1,004

繰延ヘッジ損益 △53,953 △36,926

持分法適用会社に対する持分相当額 14,125 1,178

その他の包括利益合計 △44,387 △36,752

四半期包括利益 △29,316 △68,373

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △29,598 △67,965

少数株主に係る四半期包括利益 281 △408
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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