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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 20,516 ― 118 ― 149 ― 101 ―

20年3月期第1四半期 19,916 3.2 199 △45.9 227 △42.3 126 △39.7

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

21年3月期第1四半期 5.57 ―

20年3月期第1四半期 6.91 ―

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

21年3月期第1四半期 34,142 17,317 50.7 951.39
20年3月期 33,836 17,423 51.5 957.23

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,317百万円 20年3月期  17,423百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 42,700 ― 590 ― 610 ― 265 ― 14.52
通期 85,600 4.3 1,390 13.6 1,420 8.3 725 9.4 39.72

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  18,284,304株 20年3月期  18,284,304株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  82,376株 20年3月期  82,376株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  18,201,928株 20年3月期第1四半期  18,272,883株
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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、長引く原油価格の高騰や原材料高から企業収益への圧

迫感が強まり、景気は足踏み状態が続くとともに、景況感はさらに悪化する状況で推移いたし

ました。 

当食品業界におきましても、原材料の高騰に加え、偽装表示等の不祥事や物価上昇に伴う消

費の減速感が漂い、依然として厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなかで当社グループは、食の安心、安全に対する信頼性の維持・向上に取

り組むとともに、調理技術や素材開発の強化を図り、消費者ニーズに即応した商品開発に努め

ました。また、平成 20 年 2 月に新設稼動した株式会社ポートシェフ（神戸市東灘区）の生産

安定化に向けては、全社をあげて取り組み、順調な推移をしておりますが、グループ全般的に

は、開発から生産に至るカテゴリー別の管理体制を強化し、ロス管理等のきめ細かなコスト管

理に努めたものの、満足のいく原価低減には至りませんでした。 

以上の結果、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高 20,516 百万円（前年同期比

3.0％増）、営業利益 118 百万円（前年同期比 40.7%減）、経常利益 149 百万円（前年同期比 34.3％

減）、四半期純利益 101 百万円(前年同期比 19.7％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 1 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 305 百万円増加し 34,142 百

万円となりました。 

流動資産において、受取手形及び売掛金の減少 435 百万円が大きく影響して 413 百万円減少

しましたが、土地等の増加により固定資産が 719 百万円増加したことによるものであります。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金や賞与引当金等が減少したものの、未払金やリ－

ス債務等の増加により、412 百万円の増加となりました。また、純資産は 17,317 百万円と、前

連結会計年度末比 106 百万円減少し、自己資本比率は 50.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動による資金の増加は 774 百万円となりました。これは、仕入債務の減少額 275 百万

円、法人税等の支払額 230 百万円など資金の減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純

利益 144 百万円、売上債権の減少額 435 百万円、未払金の増加額 664 百万円などにより資金が

増加したことによるものであります。 

投資活動による資金の減少は 617 百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による

支出 647 百万円が主要因であります。 

財務活動による資金の減少は 228 百万円となりました。これは、短期借入金の純増加額が 38

百万円、長期借入れによる収入が 200 百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出 184

百万円、配当金の支払額 232 百万円などにより資金が減少したことによるものであります。 

以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比

較して 71 百万円減少し 5,244 百万円となりました。 

 

３.連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の連結業績予想につきましては、高騰するコスト吸収策として期初より取

り組んでいる、材料比率、生産性を意識した商品開発効果も計画どおり表れてきており、また、

工場間の製品移動を行う等の生産体制の整備効果等も今後見込んでおり、平成 20 年５月 15 日

に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、帳簿た

な卸により算定しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計

基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針 14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基

準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、総平均による原

価法から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）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ありません。 

 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 最終改正平成

19 年３月 30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成６年１月 18日 最終改正平成 19年３月 30日 企業会計基準適用指針

第 16 号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することにしております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相

当額を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に 359,890 千円

計上されております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

 

（追加情報） 

当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成 20 年度法人税法の改正

に伴い、当第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し

ております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が 15,425 千円、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益が 15,772 千円増加しております。 
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５.【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,244,510 5,315,812 

受取手形及び売掛金 7,510,283 7,946,264 

商品 61,740 64,278 

製品 427,116 509,749 

原材料 404,590 406,541 

その他 842,023 676,243 

貸倒引当金 △55,766 △70,884 

流動資産合計 14,434,496 14,848,006 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,056,152 6,093,135 

土地 7,350,770 7,075,008 

その他（純額） 3,409,537 2,986,185 

有形固定資産合計 16,816,460 16,154,329 

無形固定資産 72,574 74,743 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,151,468 1,039,119 

その他 1,668,196 1,721,431 

貸倒引当金 △1,100 △1,465 

投資その他の資産合計 2,818,563 2,759,084 

固定資産合計 19,707,599 18,988,158 

資産合計 34,142,096 33,836,164 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,308,997 4,584,533 

短期借入金 1,863,584 1,814,572 

未払金 4,170,200 3,512,767 

未払法人税等 46,015 267,603 

賞与引当金 145,840 339,470 

その他 1,795,358 1,593,378 

流動負債合計 12,329,995 12,112,324 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

固定負債   

社債 2,440,000 2,460,000 

長期借入金 1,430,428 1,425,662 

退職給付引当金 60,894 59,910 

役員退職慰労引当金 135,760 196,287 

その他 427,904 158,579 

固定負債合計 4,494,986 4,300,438 

負債合計 16,824,981 16,412,762 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,471,771 5,471,771 

資本剰余金 6,227,179 6,227,179 

利益剰余金 5,545,545 5,717,130 

自己株式 △42,663 △42,663 

株主資本合計 17,201,831 17,373,417 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115,282 49,984 

評価・換算差額等合計 115,282 49,984 

純資産合計 17,317,114 17,423,402 

負債純資産合計 34,142,096 33,836,164 
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（２）【四半期連結損益計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成20年6月30日) 

売上高 20,516,848

売上原価 16,675,208

売上総利益 3,841,639

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 1,995,316

その他 1,727,675

販売費及び一般管理費合計 3,722,992

営業利益 118,647

営業外収益  

受取利息 2,412

受取配当金 16,448

受取賃貸料 29,094

雑収入 34,800

営業外収益合計 82,755

営業外費用  

支払利息 26,818

賃貸費用 5,325

雑損失 19,635

営業外費用合計 51,779

経常利益 149,623

特別利益  

貸倒引当金戻入額 15,483

その他 630

特別利益合計 16,113

特別損失  

役員退職慰労金 18,933

その他 2,203

特別損失合計 21,136

税金等調整前四半期純利益 144,601

法人税、住民税及び事業税 26,013

法人税等調整額 17,145

法人税等合計 43,158

四半期純利益 101,443
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成20年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 144,601

減価償却費 376,083

のれん償却額 1,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 984

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,483

受取利息及び受取配当金 △18,860

支払利息及び社債利息 26,818

有形固定資産除却損 1,655

有形固定資産売却損益（△は益） 487

売上債権の増減額（△は増加） 435,981

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,123

仕入債務の増減額（△は減少） △275,536

未払金の増減額（△は減少） 664,495

長期未払金の増減額（△は減少） △1,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △60,527

その他の流動資産の増減額（△は増加） △191,010

その他の流動負債の増減額（△は減少） △181,680

小計 995,152

利息及び配当金の受取額 26,360

利息の支払額 △15,862

法人税等の支払額 △230,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 774,673

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 △647,158

有形固定資産の売却による収入 5,460

投資有価証券の取得による支出 △2,715

投資その他の資産の増減額（△は増加） 27,022

投資活動によるキャッシュ・フロー △617,390

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 38,556

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △184,778

社債の償還による支出 △20,000

リース債務の返済による支出 △30,043

配当金の支払額 △232,319

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,302

現金及び現金同等物の期首残高 5,315,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,244,510
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 
（４）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
当第１四半期連結会計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書          （単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 19 年６月 30 日）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 19,916,454

Ⅱ 売上原価 16,113,208

売上総利益 3,803,245

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,603,328

営業利益 199,916

Ⅳ 営業外収益 67,029

受取利息 3,112

受取配当金 10,138

賃貸収入 29,461

雑収入 24,315

Ⅴ 営業外費用 39,126

支払利息 28,348

賃貸費用 5,518

その他 5,259

経常利益 227,819

Ⅵ 特別利益 24,780

投資有価証券売却益 22,738

その他 2,042

Ⅶ 特別損失 4,802

固定資産除却損 4,118

固定資産売却損 683

税 金 等 調 整 前 

四 半 期 純 利 益 
247,797

法人税、住民税及び事業税 27,064

法 人 税 等 調 整 額 94,403

四 半 期 純 利 益 126,329
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書       （単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 19 年６月 30 日）

区  分 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純利益 247,797

減価償却費 355,825

のれん償却額 21,031

退職給付引当金の増加額 2,095

貸倒引当金の増加額 1,491

受取利息及び受取配当金 Δ13,251

支払利息 28,348

投資有価証券売却益 Δ22,738

有形固定資産除却損 4,118

有形固定資産売却損 683

売上債権の減少額（Δ増加額） Δ370,710

たな卸資産の増加額 Δ33,890

仕入債務の増加額（Δ減少額） 259,909

未払金の増加額 606,529

長期未払金の減少額 Δ1,680

役員退職慰労引当金の増加額 2,334

その他流動資産の減少額（Δ増加額） Δ80,403

その他流動負債の増加額（Δ減少額） Δ192,519

小  計 814,970

利息及び配当金の受取額 20,751

利息の支払額 Δ36,943

法人税等の支払額 Δ473,291

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,487

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 Δ356,296

有形固定資産の売却による収入 2,560

投資有価証券の取得による支出 Δ50,950

投資有価証券の売却による収入 89,051

長期差入保証金等の減少額（Δ増加額） Δ3,345

投資活動によるキャッシュ・フロー Δ318,981

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（Δ純減少額） 187,500

長期借入金の返済による支出 Δ166,598

社債の償還による支出 Δ2,120,000

自己株式の取得による支出 Δ1,098

配当金の支払額 Δ184,470

財務活動によるキャッシュ・フロー Δ2,284,666

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（Δ減少額） Δ2,278,159

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,157,798

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,879,638
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