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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 21,145  △1.7 △203    －  126 △81.3 51 △86.0 

19年３月期第１四半期 21,520  △2.6 393 △26.0 677 △24.9 372    －  

19年3月期 79,401      △509        456        △151        

 
 

 
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 2    53  －        

19年３月期第１四半期 18    13  －        

19年3月期 △7    39  －        

 
 
(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 51,099     22,037     43.1      1,073    41  

19年３月期第１四半期 51,512     22,226     43.1      1,082    61  

19年3月期 47,976     21,819     45.5      1,062    77  

 
 
(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 229     △202     80     1,796     

19年３月期第１四半期 341     △71     △271     2,816     

19年3月期 261     △520     △870     1,688     
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２．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） 

平成19年5月15日の発表時から変更はありません。 
 
３．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・無 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有・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 ： 有・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。 

 
（参考）個別経営成績等の概況 
１．平成20年3月期第１四半期の個別業績（平成19年4月1日 ～ 平成19年6月30日） 
(1) 個別経営成績                            （％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 18,158 △1.2 △235    －  67 △90.4 9 △97.6 

19年３月期第１四半期 18,381 △2.5 413  △9.8 706   4.0 394   － 

19年3月期 67,089     △411        201      △289       

 

 
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 0    45  －        

19年３月期第１四半期 19    23  －        

19年3月期 △14    08  －        

 
(2) 個別財政状態 

 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 45,777 21,378 46.7 1,041   32 

19年３月期第１四半期 45,384 21,755 47.9 1,059  63 

19年3月期 43,481 21,181 48.7 1,031   67 

 
２．平成20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日）  

平成19年5月15日の発表時から変更はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・業績予想の適切な利用に関する説明 
業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、4ページ【定性的情

報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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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 
当社グループでは、ツナ製品の主原料であるきはだ鮪・かつおの価格が予想を上回る高値で推移

するなか、販売奨励金の削減やその他諸経費の節減に努めましたが、売上高は211億45百万円（前

年同期比98.3％）、営業利益は△2億3百万円（前期は3億93百万円）、経常利益は1億26百万円

（前年同期比18.7％）、四半期純利益は51百万円（前年同期比14.0％）となりました。 

表：製品群別売上高（連結） （単位：千円、％）

金額 構成比 金額 構成比 金額 率

ツナ 9,782,890 45.5 9,208,017 43.5 △ 574,872 △ 5.9

デザート 1,494,064 6.9 1,574,797 7.4 80,732 5.4

パスタ＆ソース 1,601,750 7.4 1,651,298 7.8 49,548 3.1

総菜 1,794,080 8.3 1,863,633 8.8 69,553 3.9

花かつお・海苔・ふりかけ類 1,679,789 7.8 1,575,013 7.5 △ 104,775 △ 6.2

ギフトセット・その他食品 1,345,382 6.3 1,272,742 6.0 △ 72,639 △ 5.4

計 17,697,957 82.2 17,145,503 81.0 △ 552,454 △ 3.1

2,863,742 13.3 2,899,189 13.7 35,446 1.2

740,053 3.5 666,964 3.2 △ 73,089 △ 9.9

21,301,754 99.0 20,711,657 97.9 △ 590,096 △ 2.8

そ
の
他

218,918 1.0 434,105 2.1 215,186 98.3

21,520,672 100.0 21,145,762 100.0 △ 374,910 △ 1.7

（注）上記金額は消費税等を含みません。

増減

不動産賃貸他

合計

製
品

家
庭
用
食
品

業務用食品

ペットフード・バイオ他

計

前第１四半期 当第１四半期期別

製品群

 

製品群別の販売動向は以下のとおりです。 
「ツナ」では、新製品の投入などかつお製品の販売強化を継続しましたが、前年 9月に販促条

件を絞り込んだきはだ鮪製品の販売数量の減少を補えず、当製品群の売上高は前年同期比 5.9％

減少しました。「デザート」では、リニューアルした「朝からフルーツ」シリーズ等が好調に推移

し、当製品群の売上高は前年同期比5.4％増加しました。「パスタ＆ソース」では、結束スパゲッ

ティや新製品のスパゲッティグラタンが順調に推移し、当製品群の売上高は前年同期比 3.1％増

加しました。「総菜」では、「シャキッとコーン」がクリームタイプの新製品の発売もあり、当製

品群の売上高は前年同期比3.9％増加しました。「花かつお・海苔・ふりかけ類」では、競合他社

との価格競争の激化により低調な販売となり、当製品群の売上高は前年同期比 6.2％減少しまし

た。「ギフトセット・その他食品」では、「パパッとライス」は取扱い店舗の拡充などにより好調

に推移しましたが、ギフトセットの販売が総じて振るわず、当製品群の売上高は前年同期比5.4％

減少しました。 

「業務用食品」では、かつお製品の販売を強化したことなどにより、当製品群の売上高は前年

同期比1.2％増加しました。「ペットフード・バイオ他」では、バイオはフィッシュミールの販売

価格の上昇により売上高が増加しましたが、ペットフードは販売奨励金の削減を進めたため低調

な販売となり、当製品群の売上高は前年同期比9.9％減少しました。 

はごろもフーズ㈱　(2831)　平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

- 3 -



 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

第1四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より31億22百万円増加し、510億99百万円とな

りました。これは、主に売上高の増加にともなう売上債権の増加によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末より29億4百万円増加し、290億61百万円となりました。これは、

主に仕入債務の増加によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末より2億18百万円増加し、220億37百万円となりました。これ

は、主に保有する株式の時価が上昇し、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。 

自己資本比率は前連結会計年度末の45.5％から43.1％となりました。 

 
  キャッシュ・フローの状況については、当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣

という）は、1億7百万円増加し、17億96百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当第1四半期の営業活動により増加した資金は2億29百万円となりました。これは、主に仕入債

務の増加によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

当第 1四半期の投資活動により減少した資金は2億 2百万円となりました。これは、主に固定資

産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当第1四半期の財務活動により増加した資金は80百万円となりました。これは、主に短期借入に

よる収入によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第 1四半期の連結業績は、概ね当初予想どおりに推移しました。しかしながら、きはだ鮪・か

つおの価格が予想を上回る高値で推移していることなどにより製品コストが上昇しています。 

これに対応するため、かつお製品などの価格改定により売上高と利益の確保を目指します。 

従って平成20年3月期の中間期および通期の連結業績予想は、平成19年5月15日の発表時から

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 

売上高は、その算出の上で売上割戻の一部に見込値を使用して表示しています。 

法人税等の計上基準の簡便的な方法を採用しています。 

(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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ファイル名:第１四半期 Ｂ／Ｓ新2.doc 更新日時:8/7/2007 2:23:00 PM 印刷日時:07/08/07 14:51 

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、％） 

 

 

前第１四半期末 

(平成18年６月30日) 

当第１四半期末 

(平成19年６月30日) 
増  減 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 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 2,839,604 1,796,700   1,688,739 

受取手形及び売掛金 16,169,478 16,837,239   14,239,462 

たな卸資産 9,565,842 9,213,598   9,219,874 

繰延税金資産 280,207 344,832   349,251 

その他 1,657,306 1,770,950   1,764,510 

貸倒引当金 △20,337 △20,384   △16,864 

流動資産合計 30,492,101 29,942,936 △549,164 △1.8 27,244,974 

Ⅱ固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 4,561,931 4,141,590   4,204,203 

機械装置及び運搬具 1,899,902 1,527,363   1,583,184 

土地 4,910,687 4,910,552   4,911,332 

建設仮勘定 ― 11,319   11,319 

その他 574,054 533,958   548,455 

有形固定資産合計 11,946,576 11,124,784 △821,791 △6.9 11,258,495 

無形固定資産 325,782 355,320 29,538 9.1 343,530 

投資その他の資産      

投資有価証券 8,131,394 9,177,515   8,637,902 

繰延税金資産 183,567 94,432   88,684 

その他 434,764 415,400   411,879 

貸倒引当金 △1,562 △10,962   △8,762 

投資その他の資産合計 8,748,164 9,676,385 928,221 10.6 9,129,704 

固定資産合計 21,020,522 21,156,490 135,968 0.6 20,731,730 

資産合計 51,512,624 51,099,427 △413,196 △0.8 47,976,705 
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ファイル名:第１四半期 Ｂ／Ｓ新2.doc 更新日時:8/7/2007 2:23:00 PM 印刷日時:07/08/07 14:51 

 

 

前第１四半期末 

(平成18年６月30日) 

当第１四半期末 

(平成19年６月30日) 
増  減 前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 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 14,277,548 14,869,941   12,706,583 

短期借入金 1,660,000 2,565,000   2,330,000 

1年以内償還予定の社債 ― 500,000   500,000 

未払金 4,020,847 3,907,707   3,817,577 

未払法人税等 297,871 55,734   8,803 

売上割戻引当金 172,804 155,996   53,060 

販売奨励引当金 174,604 93,992   93,805 

賞与引当金 517,710 491,349   404,001 

役員賞与引当金 ― ―   38,491 

その他 482,619 575,048   394,243 

流動負債合計 21,604,006 23,214,771 1,610,765 7.5 20,346,566 

Ⅱ固定負債      

社債 500,000 ―   ― 

長期借入金 2,315,000 1,200,000   1,200,000 

退職給付引当金 646,639 615,457   633,019 

役員退職慰労引当金 458,344 443,213   482,853 

繰延税金負債 1,531,377 1,875,984   1,656,428 

負ののれん 1,888,568 1,384,950   1,510,854 

その他 341,690 327,407   327,407 

固定負債合計 7,681,620 5,847,013 △1,834,607 △23.9 5,810,563 

負債合計 29,285,626 29,061,784 △223,842 △0.8 26,157,130 

(純資産の部)      

Ⅰ株主資本      

資本金 1,441,669 1,441,669   1,441,669 

資本剰余金 942,490 942,555   942,555 

利益剰余金 17,062,278 16,282,421   16,384,436 

  自己株式 △118,602 △119,116   △118,678 

株主資本合計 19,327,835 18,547,529 △780,306 △4.0 18,649,983 

Ⅱ評価・換算差額等      

その他有価証券評価 

差額金 
3,167,640 3,764,934   3,440,119 

  繰延ヘッジ損益 11,461 8,783   △1,213 

為替換算調整勘定 △279,939 △283,604   △269,314 

 評価・換算差額等合計 2,899,162 3,490,113 590,951 20.4 3,169,591 

 純資産合計 22,226,997 22,037,643 △189,354 △0.9 21,819,574 

負債純資産合計 51,512,624 51,099,427 △413,196 △0.8 47,976,705 
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ファイル名:第1四半期 Ｐ／Ｌ新..doc 更新日時:8/6/2007 6:24:00 PM 印刷日時:07/08/07 14:24 

(2)要約四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 
 

前第１四半期 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

当第１四半期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

増  減 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日   

 至 平成19年３月31日） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ売上高 21,520,672 21,145,762 △374,910 △1.7 79,401,089 

Ⅱ売上原価 14,336,594 14,717,330 380,736 2.7 53,922,741 

売上総利益 7,184,078 6,428,431 △755,646 △10.5 25,478,347 

Ⅲ販売費及び一般管理費 6,790,260 6,631,951 △158,308 △2.3 25,987,751 

営業利益又は営業損失 

（△） 
393,817 △203,520 △597,338 ― △509,403 

Ⅳ営業外収益 329,693 361,989 32,295 9.8 1,137,041 

Ⅴ営業外費用 45,776 31,862 △13,914 △30.4 170,856 

  経常利益 677,734 126,606 △551,128 △81.3 456,780 

Ⅵ特別利益 10,788 11,646 857 8.0 13,712 

Ⅶ特別損失 2,072 5,512 3,440 166.1 604,089 

税金等調整前四半期純利

益又は税金等調整前当期

純損失（△）  

686,450 132,739 △553,711 △80.7 △133,596 

  法人税等 314,235 80,773 △233,461 △74.3 18,048 

四半期純利益又は当期純

損失（△） 
372,215 51,966 △320,249 △86.0 △151,645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はごろもフーズ㈱　(2831)　平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

- 7 -



(3)連結株主資本等変動計算書 
前第1四半期（平成18年４月１日～平成18年６月30日）                                   (単位:千円) 

株主資本 評価・換算差額等 

    
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価･換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 1,441,669 942,490 16,992,700 △118,481 19,258,379 3,489,444 ― △308,510 3,180,933 22,439,313 

第1四半期中の変動額           

  剰余金の配当(注)   △256,637  △256,637     △256,637 

   役員賞与(注)   △46,000  △46,000     △46,000 

  四半期純利益   372,215  372,215     372,215 

  自己株式の取得    △121 △121     △121 

株主資本以外の項目の 
第1四半期中の変動額
（純額） 

 
    △321,803 11,461 28,571 △281,771 △281,771 

第1四半期中の変動額 
合計 

   ― ― 69,577 △121 69,456 △321,803 11,461 △28,571 △212,315 △212,315 

平成18年6月30日残高 1,441,669 942,490 17,062,278 △118,602 19,327,835 3,167,640 11,461 △279,939 2,899,162 22,226,997 

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

 

当第1四半期（平成19年４月１日～平成19年６月30日）                                   (単位:千円) 

株主資本 評価・換算差額等 

    
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価･換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成19年3月31日残高 1,441,669 942,555 16,384,436 △118,678 18,649,983 3,440,119 △1,213 △269,314 3,169,591 21,819,574 

第1四半期中の変動額           

  剰余金の配当   △153,981  △153,981     △153,981 

  四半期純利益   51,966  51,966     51,966 

  自己株式の取得    △438 △438     △438 

株主資本以外の項目の 
第1四半期中の変動額

（純額） 

 
    324,815 9,996 △14,289 320,522 320,522 

第1四半期中の変動額 

合計 
― ― △102,015 △438 △102,454 324,815 9,996 △14,289 320,522 218,068 

平成19年6月30日残高 1,441,669 942,555 16,282,421 △119,116 18,547,529 3,764,934 8,783 △283,604 3,490,113 22,037,643 

 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）                                    (単位:千円) 

株主資本 評価・換算差額等 

    
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価･換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 1,441,669 942,490 16,992,700 △118,481 19,258,379 3,489,444 ― △308,510 3,180,933 22,439,313 

連結会計年度中の変動額           

  剰余金の配当(注)   △256,637  △256,637     △256,637 

  剰余金の配当   △153,981  △153,981     △153,981 

   役員賞与(注)   △46,000  △46,000     △46,000 

  当期純損失   △151,645  △151,645     △151,645 

  自己株式の取得    △692 △692     △692 

自己株式の処分  64  495 560     560 

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動
額（純額） 

     △49,324 △1,213 39,195 △11,342 △11,342 

連結会計年度中の変動額 
合計 

― 64 △608,264 △197 △608,396 △49,324 △1,213 39,195 △11,342 △619,738 

平成19年3月31日残高 1,441,669 942,555 16,384,436 △118,678 18,649,983 3,440,119 △1,213 △269,314 3,169,591 21,819,574 

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 
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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） 

                               期別 前第１四半期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日）

当第１四半期 

（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 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

科目 金   額 金   額 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前当期純損失(△) 
686,450 132,739 △133,596 

２．減価償却費 224,684 214,209 943,527 

３．固定資産臨時償却費 － － 322,161 

４．負ののれん償却額 △125,904 △125,904 △503,618 

５．売上債権の増減額（増加：△）  △2,294,613 △2,597,776 △364,596 

６．たな卸資産の増減額（増加：△）  △163,380 3,361 177,032 

７．仕入債務の増減額（減少：△）  1,515,227 2,163,357 △55,737 

８．その他 516,879 385,445 △176,371 

  小  計 359,344 175,432 208,800 

９．利息及び配当金の受取額 72,785 89,965 165,285 

10．利息の支払額 △5,716 △7,672 △47,362 

11．法人税等の支払額 △84,797 △28,456 △65,255 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 341,616 229,268 261,468 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．有形固定資産の取得による支出 △51,457 △111,114 △471,381 

２．投資有価証券の取得による支出 △6,044 △6,087 △23,578 

３．その他 △13,837 △85,378 △25,115 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △71,340 △202,581 △520,074 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１．短期借入れによる収入 4,100,000 12,900,000 20,400,000 

２．短期借入金の返済による支出 △4,100,000 △12,400,000 △19,200,000 

３．長期借入金の返済による支出 △15,000 △265,000 △1,660,000 

４．配当金の支払額 △256,637 △153,981 △410,618 

５．自己株式の取得による支出 △121 △438 △692 

６．自己株式の処分による収入 － － 560 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △271,759 80,579 △870,750 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 693 416 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,483 107,960 △1,128,941 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,817,681 1,688,739 2,817,681 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残

高 
2,816,197 1,796,700 1,688,739 
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