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（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 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１四半期 4,861(△1.9) △80 ( －) △97 ( －) △142 ( －)

19 年３月期第１四半期 4,953(△4.1) △82 ( －) △86 ( －) △113 ( －)

19 年３月期 20,232    △100    △169     △1,120    

 

 
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１四半期 △14  96 －  － 

19 年３月期第１四半期 △11  90 －  － 

19 年３月期 △117  33 －  － 

 
(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１四半期 12,097 2,015 16.7 211 12 

19 年３月期第１四半期 13,003 3,230 24.8 335 99 

19 年３月期 11,760 2,140 18.2 224 25 

 
(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１四半期  144 △25 △100 889 

19 年３月期第１四半期 △92 △76  182 948 

19 年３月期 △12 △83  △13 871 
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

20 年３月期第１四半期 
  円   銭

－  － 

19 年３月期第１四半期 －  － 

 
 
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

中  間  期 9,200(△8.3) △50( －) △70( －) △100( －) △10 45 

通     期 19,000(△6.1) 200( －) 150( －) 90( －) 9 40 

 
 
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） 
： 有 

［新規  －社    除外  １社（株式会社システムズ相模）］ 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(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 
本資料に掲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。 
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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１四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や雇用環境の改善が見られる

など緩やかな景気回復基調で推移しました。 

当業界におきましては、原材料価額の高止まりや、原油価額の高騰、企業間競争の激化、市場規模の停滞など

厳しい環境が続いております、また、偽装牛ミンチ事件、中国産の食品に対する報道により、食品の安全、安心

に対する消費者の関心はますます高まっており、企業に対する食の安全性が強く求められております。 

このような環境の中、当社グループは営業所の統廃合、不採算商品の見直し等の実施や、コスト低減に努力し

てまいりましたが、原料価額高騰の影響から当第１四半期の売上高は48億61百万円（前連結会計年度比98.1％）、

営業損失は 80 百万円（前年同四半期は 82 百万円の営業損失）、経常損失は 97 百万円（前年同四半期は 86 百万円

の経常損失）、四半期純損失は１億 42 百万円（前年同四半期は１億 13 百万円の四半期純損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ、３億 36 百万円増加しました。主な資産の変動は受取手

形及び売掛金の増加１億 84 百万円、たな卸資産１億 51 百万円であります。 

負債は、４億 62 百万円増加いたしました。主な変動は、支払手形及び買掛金の増加４億 21 百万円、短期借入

金の増加 63 百万円、未払費用の増加 84 百万円、長期借入金の減少１億 17 百万円であります。 

純資産は、20 億 15 百万円となり、前連結会計年度に比べ１億 25 百万円減少いたしました。主な変動は、四半

期純損失によるものであります。 

この結果、自己資本比率は 18.2％から 16.7％になりました。 

 

（連結キャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、８億 89 百万円（前第１四半期連

結会計期間末は９億 48 百万円）となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況

とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億 44 百万円の収入（前第１四半期連結会計期間は 92 百万円の支出）

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の増加、たな卸資産の増加等による支

出の増加があったものの、仕入債務の増加等による収入の増加及び支出の減少が上回ったことによるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、25 百万円の支出（前第１四半期連結会計期間は 76 百万円の支出）と

なりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出、投

資有価証券の取得による支出等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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは１億円の支出（前第１四半期連結会計期間は１億 82 百万円の収入）と

なりました。これは主に、短期借入金の増加があったものの、長期借入金の返済による支出がこれを上回ったこ

とによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期における業績は、ほぼ計画どおりに推移しております。現時点においては、平成 19 年５月 25 日付

で公表いたしました業績予想値に変更はありません。 

 

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） 

除外  １社（システムズ相模株式会社） 

 当社 100％出資子会社である㈱システムズ相模を平成 19 年４月１日付で当社に吸収合併しております。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税の処理は、法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。 

また、その他影響の僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。 

 

 

(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１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第１四半期末 

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     

１．現金及び預金 1,412,960 1,356,383 △56,577 △4.0 1,338,005 

２．売掛金及び受取手形 1,844,494 2,206,388 361,893 19.6 2,021,748 

３．たな卸資産 1,677,636 1,618,887 △58,748 △3.5 1,467,044 

４．その他 213,357 178,227 △35,130 △16.5 150,871 

  貸倒引当金 △10,654 △9,723 930 8.7 △8,532 

流動資産合計 5,137,794 5,350,161 212,366 4.1 4,969,136 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物及び構築物 2,732,575 2,507,097 △225,478 △8.3 2,541,310 

(2)機械装置及び運搬具 803,351 610,974 △192,376 △23.9 620,633 

(3)土地 2,718,002 2,359,644 △358,357 △13.2 2,359,644 

(4)建設仮勘定 19,741 10,550 △9,191 △46.6 － 

(5)その他 72,768 47,813 △24,954 △34.3 49,635 

 有形固定資産合計 6,346,439 5,536,079 △810,359 △12.8 5,571,223 

２．無形固定資産 31,098 19,646 △11,452 △36.8 20,275 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 1,080,390 833,268 △247,122 △22.9 838,237 

(2)その他 436,191 408,830 △27,360 △6.3 412,337 

  貸倒引当金 △28,142 △50,419 △22,277 △79.2 △50,419 

 投資その他の資産合計 1,488,440 1,191,679 △296,760 △19.9 1,200,154 

固定資産合計 7,865,978 6,747,405 △1,118,572 △14.2 6,791,653 

  資産合計 13,003,773 12,097,567 △906,205 △7.0 11,760,790 
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第１四半期末 

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     

１．支払手形及び買掛金 1,501,474 1,943,513 442,039 29.4 1,522,213 

２．短期借入金 4,328,248 3,998,178 △330,070 △7.6 3,960,902 

３．賞与引当金 173,374 151,948 △21,426 △12.4 151,948 

４．その他 635,964 769,079 133,115 20.9 618,655 

流動負債合計 6,639,060 6,862,718 223,658 3.4 6,253,719 

Ⅱ 固定負債     

１．社債 50,000 100,000 50,000 100.0 120,000 

２．長期借入金 1,501,390 1,471,500 △29,890 △2.0 1,589,357 

３．退職給付引当金 1,057,290 1,077,442 20,151 1.9 1,074,644 

４．役員退職慰労引当金 150,758 167,364 16,606 11.0 161,839 

５．その他 374,443 403,166 28,722 7.7 420,347 

固定負債合計 3,133,882 3,219,473 85,590 2.7 3,366,187 

負債合計 9,772,943 10,082,192 309,248 3.2 9,619,907 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金 1,224,500 1,224,500 － － 1,224,500 

２．資本剰余金 1,324,500 518,664 △805,835 △60.8 1,324,500 

３．利益剰余金 465,026 127,927 △337,098 △72.5 △535,096 

４．自己株式 △8,293 △9,436 △1,142 △13.8 △9,166 

株主資本合計 3,005,733 1,861,655 △1,144,077 △38.1 2,004,736 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金 202,644 134,496 △68,148 △33.6 116,923 

２．繰延ヘッジ損益 22,452 19,223 △3,229 △14.4 19,223 

評価・換算差額等合計 225,096 153,719 △71,377 △31.7 136,146 

純資産合計 3,230,829 2,015,375 △1,215,454 △37.6 2,140,882 

負債、純資産合計 13,003,773 12,097,567 △906,205 △7.0 11,760,790 
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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１四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第１四半期 

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 4,953,566 4,861,093 △92,473 △1.9 20,232,228 

Ⅱ 売上原価 4,123,063 4,037,497 △85,566 △2.1 16,594,634 

売上総利益 830,503 823,596 △6,906 △0.8 3,637,593 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 912,577 904,285 △8,292 △0.9 3,738,259 

営業損失 82,074 80,689 1,385 － 100,665 

Ⅳ 営業外収益 17,504 10,618 △6,885 △39.3 29,090 

Ⅴ 営業外費用 21,962 27,482 5,520 25.1 97,756 

経常損失 86,532 97,553 △11,020 － 169,331 

Ⅵ 特別利益 － 3,565 3,565 － 84,179 

Ⅶ 特別損失 1,914 27,582 25,668 1,340.8 870,338 

税金等調整前四半期 

（当期）純損失 
88,447 121,570 △33,123 － 955,489 

法人税、住民税及び事業税 25,054 28,132 3,078 12.3 29,572 

法人税等調整額 143 △6,891 7,035 － 135,303 

四半期（当期）純損失 113,646 142,811 △29,165 － 1,120,365 
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(3) （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１四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第１四半期 

（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ッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純損失 △88,447 △121,570 △955,489 

減価償却費 80,095 70,739 332,574 

投資有価証券売却益 － △3,565 △84,179 

有形固定資産処分損 1,914 632 8,951 

投資有価証券売却損 － 26,949 － 

投資有価証券評価損 － － 25,232 

減損損失 － － 832,800 

退職給付引当金増加額（△は減少額） △12,862 2,798 4,490 

役員退職慰労引当金の増加額 3,693 5,524 14,596 

受取利息及び配当金 △11,460 △7,814 △13,355 

支払利息 21,459 26,155 91,905 

売上債権の減少額（△は増加額） 88,718 △179,625 △117,147 

たな卸資産の増加額 △268,150 △151,842 △56,114 

仕入債務の増加額（△は減少額） △2,444 421,300 18,600 

未払消費税の増加額（△は減少額） 5,663 △13,089 22,929 

その他 123,619 110,591 △32,210 

小  計 △58,200 187,184 93,585 

利息及び配当金の受取額 11,431 7,509 13,163 

利息の支払額 △21,106 △26,194 △88,525 

法人税等の支払額 △24,859 △24,001 △32,358 

法人税等の還付額 － － 1,614 

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,736 144,497 △12,519 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻しによる収入 － 10,000 20,000 

定期預金の預入による収入 △0 △10,008 △20,004 

有形固定資産の取得による支出 △68,568 △19,405 △191,909 

投資有価証券の取得による支出 △2,165 △40,403 △9,134 

投資有価証券の売却による収入 － 37,888 142,426 

その他 △5,867 △3,234 △24,665 

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,601 △25,163 △83,287 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額（△は減少額） 324,434 62,635 △187,600 

長期借入れによる収入 － － 590,000 

長期借入金の返済による支出 △98,052 △143,217 △455,395 

社債発行による収入 － － 98,090 

社債償還による支出 △10,000 △20,000 △20,000 

配当金の支払額 △34,007 △142 △38,062 

その他 △78 △269 △951 

財務活動によるキャッシュ・フロー 182,297 △100,993 △13,919 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 12,959 18,341 △109,726 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 935,043 871,622 935,043 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － － 46,305 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 948,002 889,964 871,622 
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(4) 連結販売実績 

（単位：千円、％） 

 

 

前第１四半期連結会計期間 
 

（自 平成 18年４月 1 日 

 至 平成 18年６月 30 日）

 

当第１四半期連結会計期間 
 

（自 平成 19年４月 1 日 

 至 平成 19年６月 30 日）

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 18年４月 1 日 

 至 平成 19年３月 31 日）

 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

加工品       

ハム 1,027,090  20.7 977,730  20.1 4,613,541  22.8 

プレス 37,762  0.8 35,929  0.7 142,988  0.7 

ソーセージ 945,159  19.1 881,191  18.2 3,724,284  18.5 

計 2,010,012  40.6 1,894,851  39.0 8,480,815  41.9 

総菜 358,579  7.2 349,995  7.2 1,416,071  7.0 

加工肉 2,584,975  52.2 2,616,245  53.8 10,335,341  51.1 

合計 4,953,566 100.0 4,861,093 100.0 20,232,228 100.0 

 
 


