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（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 214,562  △0.5 3,765 △20.5 3,980 △18.3 2,931  △4.9

19 年３月期第３四半期 215,546  △0.3 4,739  △1.1 4,871  △0.3 3,082   17.1

19 年３月期 280,945     － 4,761     － 4,811     － 2,508     －
 

 
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 13.08 12.02

19 年３月期第３四半期 13.81 12.30

19 年３月期 10.91 10.04
 
(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 115,158 26,866 19.6 92.91

19 年３月期第３四半期 118,478 25,087 18.2 85.87

19 年３月期 109,159 24,946 19.2 82.61
 
(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 3,397 △2,966 △3,148 8,868

19 年３月期第３四半期 6,522 △4,495 △  656 11,783

19 年３月期 9,479 △4,927 △3,497 11,481
 
 
２．配当の状況 
 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

 円  銭 

19 年３月期第３四半期 － 

20 年３月期第３四半期 － 
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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】 
 

（％表示は対前期増減率） 

 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 285,000   1.4 4,800    0.8 4,700  △2.3 2,700    7.6 11.79
 
 
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 ： 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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
平成 20 年３月期第３四半期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 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３四半期 176,984  △0.3 2,302    0.4 2,596    7.4 2,602   18.7

19 年３月期第３四半期 177,429  △0.1 2,292  △4.5 2,417  △1.8 2,193   28.4

19 年３月期 229,285     － 1,611     － 1,737     － 1,512     －
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円  銭

20 年３月期第３四半期 11.61

19 年３月期第３四半期 9.81

19 年３月期 6.45
 
(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３四半期 87,894 15,668 17.8 62.33

19 年３月期第３四半期 90,862 15,185 16.7 57.29

19 年３月期 81,241 14,342 17.7 53.23

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成 19年５月 18日発表の連結業績予想から変更しておりません。上記の予想は、現在入手可能な情報

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３四半期における当業界は、需要の伸び悩みや競合各社間の競争激化、原材料価格の上昇に

より収益力が低下する一方、原油価格の高騰や国内豚肉・鶏肉の高値が続くなど、事業環境は極め

て厳しい状況となっております。 

 このような情勢の中で当社グループは、「安定した利益を生み出す事業構造への転換」を第一義

に、コスト構造改革、消費者の視点に立った商品政策、安全・安心・おいしさの追求を推し進め、

営業力の強化と製造コスト・在庫ロスの削減および仕入の見直しを実施し、収益性の向上を図って

まいりました。 

 しかしながら、当第３四半期の連結業績につきましては、売上高は 2,145 億 62 百万円（前年同期

比 0.5％減）、営業利益は 37 億 65 百万円（前年同期比 20.5％減）、経常利益は 39 億 80 百万円（前

年同期比 18.3％減）、四半期純利益は 29 億 31 百万円（前年同期比 4.9％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

 当第３四半期末における総資産は、年末商戦による売上債権の増加、棚卸資産・建設仮勘定の増

加、現金及び預金が減少したことなどにより、前連結会計年度末から 59 億 99 百万円増加し、1,151

億 58 百万円となりました。 

 負債については、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末から 59 億 71 百万円増加したこと、借

入金が減少したことなどにより、40 億 79 百万円増加し 882 億 91 百万円となりました。 

 純資産については、その他有価証券評価差額金が減少したものの、当第３四半期の純利益 29 億

31 百万円や少数株主持分の増加などにより、前連結会計年度末から 19 億 19 百万円増加し、268

億 66 百万円となりました。 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益（41 億 41 百万円）および売上債権

増加（62 億６百万円）、仕入債務の増加（59 億 71 百万円）などにより、33 億 97 百万円の増加と

なりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得（31 億２百万円）などにより、29

億 66 百万円の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などにより、31 億 48 百万円の減少と

なりました。 

 

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） 

 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 

 引当金等の計上基準、その他影響額が僅少なものにつきましては、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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４．（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：百万円、％） 
当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 

前年同四半期末 

平成 19 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 9,007 11,805 △2,797 △23.7 11,599

受取手形及び売掛金 35,262 35,079 183 0.5 29,055

たな卸資産 11,891 10,396 1,495 14.4 9,581

繰延税金資産 296 277 19 6.9 255

その他 2,820 2,963 △142 △4.8 2,218

貸倒引当金 △39 △62 22 △36.8 △43

流動資産合計 59,239 60,458 △1,219 △2.0 52,667

Ⅱ 固定資産  

 1 有形固定資産  

建物及び構築物 19,224 19,259 △35 △0.2 19,892

機械装置及び運搬具 6,047 5,473 574 10.5 5,713

土地 19,453 19,876 △423 △2.1 19,653

建設仮勘定 1,674 1,563 111 7.1 175

その他 458 507 △49 △9.7 497

有形固定資産合計 46,857 46,679 177 0.4 45,932

 2 無形固定資産  

ソフトウェア 1,256 1,602 △345 △21.6 1,530

その他 132 136 △4 △3.2 135

無形固定資産合計 1,388 1,738 △349 △20.1 1,665

 3 投資その他の資産  

投資有価証券 5,737 7,385 △1,648 △22.3 6,827

長期貸付金 79 227 △148 △65.2 114

長期前払費用 186 226 △39 △17.5 212

繰延税金資産 225 194 31 16.1 198

その他 1,582 1,739 △157 △9.1 1,715

貸倒引当金 △138 △172 33 △19.7 △174

投資その他の資産

合計 7,672 9,601 △1,929 △20.1 8,894

固定資産合計 55,919 58,020 △2,101 △3.6 56,491

資産合計 115,158 118,478 △3,320 △2.8 109,159
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（単位：百万円、％） 
当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 

前年同四半期末 

平成 19 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 36,784 35,349 1,434 4.1 30,813

短期借入金 8,104 8,689 △585 △6.7 8,491

一年内返済予定 

長期借入金 
6,248 8,804 △2,555 △29.0 7,345

一年内償還予定社債 125 － 125 － －

未払法人税等 494 653 △159 △24.4 700

繰延税金負債 44 40 4 10.0 40

賞与引当金 914 965 △51 △5.4 1,049

役員賞与引当金 － － － － 24

未払費用 6,000 6,172 △172 △2.8 5,142

その他 2,870 3,064 △193 △6.3 2,414

流動負債合計 61,586 63,740 △2,154 △3.4 56,021

Ⅱ 固定負債  

社債 375 500 △125 △25.0 500

長期借入金 14,927 16,777 △1,849 △11.0 15,636

繰延税金負債 1,079 1,724 △645 △37.4 1,522

再評価に係る繰延 

税金負債 
3,273 3,324 △50 △1.5 3,293

退職給付引当金 5,652 5,786 △134 △2.3 5,727

役員退職慰労引当金 109 86 22 26.3 92

その他 1,288 1,451 △163 △11.3 1,418

固定負債合計 26,705 29,650 △2,945 △9.9 28,190

負債合計 88,291 93,391 △5,100 △5.5 84,212

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 1 資本金 3,363 3,363 － － 3,363

 2 資本剰余金 3,964 3,964 － － 3,964

 3 利益剰余金 12,503 10,794 1,709 15.8 10,266

 4 自己株式 △36 △30 △6 20.6 △32

株主資本合計 19,794 18,091 1,702 9.4 17,562

Ⅱ 評価・換算差額等  

 1 その他有価証券評価

差額金 
1,562 2,361 △798 △33.8 2,223

 2 繰延ヘッジ損益 △6 △7 0 △8.7 △6

 3 土地再評価差額金 972 1,045 △73 △7.0 1,000

 4 為替換算調整勘定 196 97 99 101.5 146

評価・換算差額等

合計 
2,725 3,498 △772 △22.1 3,364

Ⅲ 少数株主持分 4,346 3,497 849 24.3 4,020

純資産合計 26,866 25,087 1,779 7.1 24,946

負債・純資産合計 115,158 118,478 △3,320 △2.8 109,159
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 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 214,562 215,546 △984 △0.5 280,945

Ⅱ 売上原価 180,258 179,251 1,007 0.6 234,707

売上総利益 34,303 36,295 △1,991 △5.5 46,238

Ⅲ 販売費及び一般管 
理費 30,538 31,556 △1,018 △3.2 41,476

営業利益 3,765 4,739 △973 △20.5 4,761

Ⅳ 営業外収益 700 649 50 7.8 746

受取利息 15 4 10 231.1 7

受取配当金 50 48 2 4.3 46

持分法による投資利

益 83 70 12 17.5 64

その他 551 525 25 4.8 627

Ⅴ 営業外費用 485 516 △31 △6.1 696

支払利息 401 420 △18 △4.5 565

その他 83 95 △12 △13.3 131

経常利益 3,980 4,871 △891 △18.3 4,811

Ⅵ 特別利益 286 41 245 595.0 300

固定資産売却益 142 0 141 － 1

その他 144 40 104 255.0 299

Ⅶ 特別損失 126 214 △88 △41.3 1,015

固定資産除却損 56 100 △44 △44.2 156

固定資産売却損 0 0 △0 △56.2 9

投資有価証券評価損 57 20 36 176.7 3

減損損失 － － － － 692

その他 12 92 △80 △87.0 152

税金等調整前四半期

（当期）純利益 
4,141 4,698 △556 △11.9 4,097

法人税、住民税及び

事業税 890 1,147 △257 △22.4 1,260

法人税等調整額 － － － － △63

少数株主利益 320 468 △147 △31.6 391

四半期（当期）純利

益 2,931 3,082 △151 △4.9 2,508
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 

当四半期（平成 20 年３月期 第３四半期） 

（単位：百万円） 

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 3,363 3,964 10,266 △32 17,562 

当四半期中の変動額   

剰余金の配当  △69 △69 

種類株式取得積立金  △652 △652 

四半期純利益  2,931 2,931 

自己株式の取得  652 △657 △4 

自己株式の消却  △652 652 － 

繰越利益剰余金にて充当  652 △652 － 

土地再評価差額金の取崩  28 28 

株主資本以外の項目の当四

半期中の変動額（純額） 
  

当四半期中の変動額合計 － － 2,237 △4 2,232 

平成 19 年 12 月 31 日残高 3,363 3,964 12,503 △36 19,794 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金 
繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
為替換算 
調整勘定 

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 2,223 △6 1,000 146 3,364 4,020 24,946

当四半期中の変動額   

剰余金の配当   △69

種類株式取得積立金   △652

四半期純利益   2,931

自己株式の取得   △4

自己株式の消却   －

繰越利益剰余金にて充当   －

土地再評価差額金の取崩   28

株主資本以外の項目の当四

半期中の変動額（純額） 
△660 0 △28 49 △638 326 △312

当四半期中の変動額合計 △660 0 △28 49 △638 326 1,919

平成 19 年 12 月 31 日残高 1,562 △6 972 196 2,725 4,346 26,866
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前年同四半期（平成 19 年３月期 第３四半期） 

（単位：百万円） 

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 3,363 3,964 8,633 △25 15,934 

当四半期中の変動額   

剰余金の配当  △86 △86 

役員賞与  △28 △28 

種類株式償還積立金  △806 △806 

四半期純利益  3,082 3,082 

自己株式の取得  806 △810 △4 

自己株式の消却  △806 806 － 

繰越利益剰余金にて充当  806 △806 － 

株主資本以外の項目の当四

半期中の変動額（純額） 
  

当四半期中の変動額合計 － － 2,161 △4 2,157 

平成 18 年 12 月 31 日残高 3,363 3,964 10,794 △30 18,091 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金 
繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
為替換算 
調整勘定 

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 2,853 － 1,045 84 3,984 3,176 23,095

当四半期中の変動額   

剰余金の配当   △86

役員賞与   △28

種類株式償還積立金   △806

四半期純利益   3,082

自己株式の取得   △4

自己株式の消却   －

繰越利益剰余金にて充当   －

株主資本以外の項目の当四

半期中の変動額（純額） 
△491 △7 － 12 △486 320 △165

当四半期中の変動額合計 △491 △7 － 12 △486 320 1,991

平成 18 年 12 月 31 日残高 2,361 △7 1,045 97 3,498 3,497 25,087
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（参考）前期（平成 19 年３月期） 

（単位：百万円） 

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 3,363 3,964 8,633 △25 15,934 

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △86 △86 

役員賞与  △28 △28 

種類株式償還積立金  △806 △806 

当期純利益  2,508 2,508 

自己株式の取得  806 △812 △6 

自己株式の消却  △806 806 － 

繰越利益剰余金にて充当  806 △806 － 

土地再評価差額金の取崩  45 45 

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 － － 1,633 △6 1,627 

平成 19 年 3 月 31 日残高 3,363 3,964 10,266 △32 17,562 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金 
繰延ヘッジ

損益 
土地再評価

差額金 
為替換算 
調整勘定 

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 2,853 － 1,045 84 3,984 3,176 23,095

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当   △86

役員賞与   △28

種類株式償還積立金   △806

当期純利益   2,508

自己株式の取得   △6

自己株式の消却   －

繰越利益剰余金にて充当   －

土地再評価差額金の取崩   45

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
△630 △6 △45 62 △620 844 224

連結会計年度中の変動額合計 △630 △6 △45 62 △620 844 1,851

平成 19 年 3 月 31 日残高 2,223 △6 1,000 146 3,364 4,020 24,946
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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：百万円） 

 
当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 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ッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純利益 4,141 4,698 4,097

減価償却費 2,780 2,492 3,428

減損損失 － － 692

負ののれんの償却額 － △57 △68

投資有価証券評価損 57 20 3

貸倒引当金の増減額（減少：△） △40 85 118

賞与引当金の増減額（減少：△） △159 △165 △57

退職給付引当金の増減額（減少：△） △75 △145 △204

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 16 9 15

受取利息及び受取配当金 △65 △52 △54

支払利息 401 420 565

持分法による投資損益（益：△） △83 △70 △64

有形固定資産売却損益（益：△） △141 0 8

固定資産除却損 56 100 143

売上債権の増減額（増加：△） △6,206 △9,344 △3,297

その他流動資産の増減額（増加：△） △492 △371 374

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,309 344 1,199

仕入債務の増減額（減少：△） 5,971 8,666 4,093

その他流動負債の増減額（減少：△） 1,061 1,450 242

未払消費税等の増減額（減少：△） △86 228 147

役員賞与の支払額 － △44 △44

その他 5 102 102

小  計 4,833 8,368 11,442

利息及び配当金の受取額 81 63 69

利息の支払額 △402 △394 △558

法人税等の支払額 △1,114 △1,515 △1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,397 6,522 9,479
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当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

前年同四半期 

平成 19 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 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,102 △3,703 △4,728

有形固定資産の売却による収入 348 6 7

無形固定資産の取得による支出 △155 △314 △382

投資有価証券の取得による支出 △44 △232 △136

子会社株式の取得による支出 － △15 △15

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 － － 554

連結範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却

による収入 62 － －

貸付による支出 △253 △195 △177

貸付金の回収による収入 160 122 116

敷金の差入による支出 △20 △149 △160

敷金の償還による収入 45 51 194

長期預金の増減額（増加：△） △11 △11 △107

長期前払費用の増減額（増加：△） △50 △62 △85

その他 54 8 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,966 △4,495 △4,927

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純増減額（減少：△） △386 178 △19

長期借入れによる収入 4,350 6,673 6,611

長期借入金の返済による支出 △6,155 △6,869 △9,406

社債の発行による収入 － 500 500

割賦未払金の増加額 8 － －

割賦未払金の返済による支出 △178 △184 △224

種類株式優先配当金による支出 △69 △86 △86

種類株式の取得による支出 △652 △806 △806

少数株主への配当金の支払額 △59 △57 △58

自己株式の取得による支出 △4 △4 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,148 △656 △3,497

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 105 4 17

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △2,612 1,374 1,072

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,481 10,414 10,414

Ⅶ 連結除外に伴う減少額 － △5 △5

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末（期末） 
   残高 8,868 11,783 11,481

 


