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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 14,756(△8.0) 52(△58.6) △ 4( － ) △214( － )

19 年３月期第３四半期 16,041(△4.4) 126( － ) 79( － ) △ 76( － )

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３四半期 △ 22  44 －  － 

19 年３月期第３四半期 △ 7  97 －  － 

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３四半期 11,422 1,875 16.4 196 55 

19 年３月期第３四半期 14,103 3,217 22.8 337 00 

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３四半期   20  322 △315  899 

19 年３月期第３四半期 △298 △104  641 1,219 

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、対前年増減率） 

 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 18,700(△7.6) △50( －) △130( －) △85( －) △8 88 

 
 
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  ３社（㈱システムズ相模・サガミフーズ㈱・小和田屋食品㈱）］
(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 ： 有 

 
［（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３四半期におけるわが国経済は、企業業績の拡大を背景に穏やかな景気の回復が続きましたが、原油価額

の高騰やサブプライムローン問題に起因する米国の景気減速懸念など景気の先行きは不透明な状況にあります。 

食肉加工品業界におきましては、ハム・ソーセージ等の主原料である輸入食肉価格の高騰が続いていることに

加えて、原油価格の高騰により副原料である包装資材等のコスト増で、大変厳しい状況で推移し先行きも厳しい

ものと思われます。 

このような状況のなか、当社グループは、食の安全・安心・おいしさを基本理念として、商品開発の強化を進

める一方、営業拠点の統廃合や不採算取引の解消、不採算品目の整理など営業・生産各部門において効率化諸策

を推進してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期の売上高は 147 億 56 百万円（前年同期比 8.0％減少）、営業利益は 52 百万円（前年

同期比 58.6％減少）、経常損失は４百万円（前年同四半期は 79 百万円の経常利益）、四半期純損失は２億 14 百万

円（前年同四半期は 76 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３四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億 38 百万円減少し 114 億 22 百万円となりました。 

流動資産においては、現金及び預金の減少２億 92 百万円、たな卸資産の減少４億 25 百万円がありましたが、

受取手形及び売掛金が７億 34 百万円増加したこと等により 57 百万円増加いたしました。 

固定資産においては、投資有価証券の減少１億 24 百万円及び積立保険解約等によるその他の減少１億 41 百万

円により３億 96 百万円減少いたしました。 

流動負債おいては、支払手形及び買掛金の増加１億 27 百万円、未払費用等その他が２億 56 百万円増加したこ

とにより３億 60 百万円増加いたしました。 

固定負債においては、長期借入金の返済による減少２億 34 百万円、退職給付引当金の減少 97 百万円等により

４億 33 百万円減少いたしました。 

純資産は２億 65 百万円減少し 18 億 75 百万円となりました。この結果、自己資本比率は 16.4％になりました。 

 

（連結キャッシュ・フロー） 

当第３四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（以下「資金」という）は、前第３四

半期会計期間末に比べ３億 20 百万円減少し、８億 99 百万円となりました。当第３四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） 

営業活動の結果から得られた資金は 20 百万円（前年同期は２億 98 百万円の支出）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費２億 25 百万円、たな卸資産の減少額４億 25 百万円、仕入債務の増加額１億 27

百万円等であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失１億 15 百万円、売上債権の増加額７億 21 百万

円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果から得られた資金は３億 22 百万円（前年同期は１億４百万円の支出）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出１億３百万円等があったものの、定期預金の払戻しによる収入３

億 40 百万円、積立保険解約による収入 97 百万円等があったことによるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は３億 15 百万円（前年同期は６億 41 百万円の収入）となりました。 

これは主に、長期借入による収入１億 50 百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出４億９百万

円、社債の償還による支出 40 百万円等があったことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期における業績は、前述しましたとおり厳しい状況が続いております。通期の連結業績予想につきま

しては、同日発表いたしました｢平成 20 年３月期通期（連結・単独）業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照

ください。 

 

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  ３社（㈱システムズ相模・サガミフーズ㈱・小和田屋食品㈱） 

 ㈱システムズ相模は、平成 19 年４月１日をもって当社に吸収合併されております。 

 また、サガミフーズ㈱・小和田屋食品㈱は、平成 19 年８月１日をもって当社に吸収合併されております。 

 

(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方針の変更 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

平成19年度の法人税法改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計期間から平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち、償却可能限

度額まで償却が終了したものについて、残存価額を償却が終了した翌年から５年間で均等償却しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

 

（役員退職慰労引当金の会計方針の変更） 

連結子会社の役員の退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、監査・保証実務委員会報告

第 42 号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査

上の取扱い」が適用されたことにより、当連結会計期間より内規に基づく連結会計期間末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に変更しました。 

この変更により、当第３四半期連結会計期間にかかる発生額 1,080 千円は販売費及び一般管理費に計上し、過年

度相当額 36,717 千円は特別損失に計上しております。この結果、従来の方法と比較して、営業利益は 1,080 千円

減少、経常損失は 1,080 千円増加、税金等調整前四半期純損失及び四半期純損失は 37,797 千円増加しております。 
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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     

１．現金及び預金 1,686,313 1,045,564 △640,748 △38.0 1,338,005 

２．売掛金及び受取手形 3,065,232 2,756,097 △309,135 △10.1 2,021,748 

３．たな卸資産 1,436,428 1,041,490 △394,937 △27.5 1,467,044 

４．その他 288,420 194,871 △93,548 △32.4 150,871 

  貸倒引当金 △5,264 △10,932 △5,668 107.7 △8,532 

流動資産合計 6,471,130 5,027,091 △1,444,038 △22.3 4,969,136 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物及び構築物 2,669,884 2,441,882 △228,001 △8.5 2,541,310 

(2)機械装置及び運搬具 808,115 596,305 △211,809 △26.2 620,633 

(3)土地 2,718,002 2,362,116 △355,885 △13.1 2,359,644 

(4)その他 60,791 47,633 △13,157 △21.6 49,635 

 有形固定資産合計 6,256,792 5,447,938 △808,854 △12.9 5,571,223 

２．無形固定資産 27,192 18,392 △8,800 △32.4 20,275 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 926,327 713,471 △212,856 △23.0 838,237 

(2)その他 456,216 270,517 △185,699 △40.7 412,337 

  貸倒引当金 △33,986 △54,700 △20,714 60.9 △50,419 

 投資その他の資産合計 1,348,558 929,288 △419,269 △31.1 1,200,154 

固定資産合計 7,632,543 6,395,619 △1,236,924 △16.2 6,791,653 

  資産合計 14,103,674 11,422,710 △2,680,963 △19.0 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     

１．支払手形及び買掛金 1,957,027 1,649,462 △307,564 △15.7 1,522,213 

２．短期借入金 4,498,638 3,921,620 △577,018 △12.8 3,960,902 

３．賞与引当金 169,554 168,263 △1,291 △0.8 151,948 

４．その他 855,726 875,150 19,423 2.3 618,655 

流動負債合計 7,480,945 6,614,495 △866,450 △11.6 6,253,719 

Ⅱ 固定負債     

１．社債 120,000 80,000 △40,000 △33.3 120,000 

２．長期借入金 1,706,694 1,354,627 △352,067 △20.6 1,589,357 

３．退職給付引当金 1,080,696 977,060 △103,635 △9.6 1,074,644 

４．役員退職慰労引当金 158,146 209,198 51,052 32.3 161,839 

５．その他 339,644 311,766 △27,877 △8.2 420,347 

固定負債合計 3,405,180 2,932,652 △472,527 △13.9 3,366,187 

負債合計 10,886,126 9,547,148 △1,338,977 △12.3 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 509,175 56,523 △452,651 △88.9 △535,096 

４．自己株式 △8,831 △10,248 △1,417 16.1 △9,166 

株主資本合計 3,049,344 1,789,439 △1,259,904 △41.3 2,004,736 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金 149,630 75,351 △74,278 △49.6 116,923 

２．繰延ヘッジ損益 18,573 10,771 △7,802 △42.0 19,223 

評価・換算差額等合計 168,203 86,122 △82,080 △48.8 136,146 

純資産合計 3,217,547 1,875,562 △1,341,985 △41.7 2,140,882 

負債、純資産合計 14,103,674 11,422,710 △2,680,963 △19.0 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 16,041,434 14,756,680 △1,284,753 △8.0 20,232,228 

Ⅱ 売上原価 13,047,245 11,956,851 △1,090,394 △8.4 16,594,634 

売上総利益 2,994,188 2,799,829 △194,359 △6.5 3,637,593 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,867,227 2,747,329 △119,898 △4.2 3,738,259 

営業利益 126,961 52,500 △74,461 △58.6 － 

営業損失 － － － － 100,665 

Ⅳ 営業外収益 25,677 24,543 △1,133 △4.4 29,090 

Ⅴ 営業外費用 72,700 81,532 8,832 12.1 97,756 

経常利益 79,937 － △79,937 － － 

経常損失 － 4,489 △4,489 － 169,331 

Ⅵ 特別利益 43,411 1,859 △41,551 △95.7 84,179 

Ⅶ 特別損失 131,009 112,674 △18,335 △14.0 870,338 

税金等調整前四半期 

（当期）純損失 
7,660 115,304 107,644 △1,405.1 955,489 

法人税、住民税及び事業税 62,238 112,462 50,223 80.7 29,572 

法人税等調整額 6,193 △13,551 △19,745 △318.8 135,303 

四半期（当期）純損失 76,093 214,215 △138,122 △181.5 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ッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純損失 △7,660 △115,304 △955,489 

減価償却費 247,784 225,655 332,574 

投資有価証券売却益 △41,769 △1,859 △84,179 

有形固定資産処分損 6,624 8,142 8,951 

投資有価証券評価損 － 43,368 25,232 

積立保険解約損 － 21,470  

減損損失 110,908 － 832,800 

退職給付引当金増加額（△は減少額） 10,543 △97,583 4,490 

役員退職慰労引当金の増加額 10,902 47,359 14,596 

受取利息及び配当金 △1,273 △13,413 △13,355 

支払利息 69,221 78,028 91,905 

売上債権の増加額 △1,141,285 △721,509 △117,147 

たな卸資産の減少額（△は増加額） △25,498 425,553 △56,114 

仕入債務の増加額 453,414 127,249 18,600 

未払消費税の増加額 5,943 24,169 22,929 

その他 92,101 64,140 △32,210 

小  計 △210,042 115,467 93,585 

利息及び配当金の受取額 12,580 13,205 13,163 

利息の支払額 △67,277 △79,268 △88,525 

法人税等の支払額 △35,132 △30,714 △32,358 

法人税等の還付額 1,612 1,990 1,614 

営業活動によるキャッシュ・フロー △298,259 20,679 △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 － 340,000 20,000 

定期預金の預入による収入 △2 △20,025 △20,004 

有形固定資産の取得による支出 △166,254 △103,947 △191,909 

投資有価証券の取得による支出 △6,974 △7,401 △9,134 

投資有価証券の売却による収入 91,160 12,688 142,426 

積立保険解約による収入 － 97,043 － 

その他 △22,600 3,805 △24,665 

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,670 322,163 △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） 333,434 △14,484 △187,600 

長期借入れによる収入 590,000 150,000 590,000 

長期借入金の返済による支出 △321,358 △409,528 △455,395 

社債発行による収入 98,090 － 98,090 

社債償還による支出 △20,000 △40,000 △20,000 

配当金の支払額 △38,037 △239 △38,062 

その他 △616 △1,081 △951 

財務活動によるキャッシュ・フロー 641,513 △315,334 △13,919 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 238,583 27,508 △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 － 46,305 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,219,933 899,131 871,622 
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(4) 連結販売実績 

（単位：千円、％） 

 

 

前第３四半期連結会計期間 
 

（自 平成 18年４月 1 日 

 至 平成 18年 12 月 31 日）

 

当第３四半期連結会計期間 
 

（自 平成 19年４月 1 日 

 至 平成 19年 12 月 31 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 3,771,717  23.5 3,709,563  25.1 4,613,541  22.8 

プレス 111,954  0.7 108,730  0.7 142,988  0.7 

ソーセージ 2,984,170  18.7 2,810,464  19.1 3,724,284  18.5 

計 6,867,843  42.8 6,628,758  44.9 8,480,815  41.9 

総菜 1,092,060  6.8 1,041,385  7.1 1,416,071  7.0 

加工肉 8,081,530  50.4 7,086,535  48.0 10,335,341  51.1 

合計 16,041,434 100.0 14,756,680 100.0 20,232,228 100.0 

 
 


