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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） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。  

(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 1,780 ― △58 ― △57 ― △55 ―
20年3月期第1四半期 1,661 ― △69 ― △68 ― △68 ―

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 △1.77 ―
20年3月期第1四半期 △2.20 ―

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 2,697 1,257 46.6 40.30
20年3月期 2,537 1,318 51.8 42.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,257百万円 20年3月期  1,314百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

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 3,670 5.3 △37 ― △38 ― △30 ― △0.96
通期 10,280 40.8 77 ― 81 ― 70 ― 2.24

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  無  

(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） 

(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 
 （１）本資料に記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。 
 （２）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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

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  31,337,000株 20年3月期  31,337,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  130,773株 20年3月期  129,243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  31,207,047株 20年3月期第1四半期  31,221,077株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱や原油価格や原材料の高騰など

の影響を受け、景気減速の様相を深めつつあります。また、食料品を始めとする身近な品物の値上がりが相次

ぎ、消費意欲が冷え込んでおります。 

 このような状況のなか、当社グループは、生産面では栃木・埼玉両工場の生産品目のすみわけを見直し生産

効率の向上に努め、また、原価低減を図るため仕入や生産工程の見直しを進めており、一層の食品の安全と品

質の確保を図っております。営業面では、当社グループの得意分野でありますギフト商品をより充実させ、顧

客の獲得増に努めるとともに、デリカの新商品群を投入し販売の拡大を図っております。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間では、売上高は17億80百万円となり、季節的な要因の他、原油高騰に

よる荷造梱包費、運賃及び燃料費等の経費増の影響を受け、営業損失は58百万円、経常損失57百万円、当第１

四半期連結会計期間の四半期純損失は55百万円となりました。    

  

事業の種類別の業績は次のとおりです。 

 ①加工食品事業 

  食肉加工食品につきましては、業務用ハム・ソーセージが伸び売上高は16億48百万円となりましたが、デリ

カ等の惣菜の売上高は１億31百万円となり、加工食品事業全体では17億80百万円であります。   

 ②その他事業 

  不動産の賃貸収入のみで、売上高は720千円となっております。      

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は26億97百万円で、前連結会計年度末と比較して１億59百万円増加いた

しました。売掛金が90百万円、中元ギフトなどの需要期を控えているため製品などのたな卸資産が74百万円それ

ぞれ増加したことにより、流動資産では１億71百万円増加し９億72百万円であります。固定資産は減価償却など

により11百万円減少し17億25百万円となりました。流動負債は買掛金や未払金などで２億21百万円増加し13億78

百万円、固定負債は61百万円で、負債合計は14億40百万円となっております。純資産は当第1四半期連結会計期間

の四半期純損失55百万円などで61百万円減少し12億57百万円となっております。 

  

     （キャッシュ・フローの状況） 

       当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は47百万円で、前連結会 

      計年度末と比較して３百万円増加いたしました。 

       各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は４百万円となりました。これは主に当第１四半期連結会計期間の経常

損失及び売上債権やたな卸資産の増加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） 

 投資活動の結果、使用した資金は１百万円となりました。これは主に固定資産の取得によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は９百万円となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであ

ります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年５月９日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間、また、通期につきましては平成20年５

月14日付けで発表しました連結業績予想に変更はありません。 
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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 

 該当事項はありません。 

（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 

  ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕

掛品は先入先出法による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕掛品は先入先出法による原価法、貯蔵品は最終仕入

原価法（いずれも、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

ります。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ1,341千円増加しておりま

す。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、平成20年４月１日以降に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来通り、賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 これによる影響額は軽微であります。 
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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 47,577 44,172

売掛金 503,603 413,315

商品 10,023 5,141

製品 175,487 114,798

原材料 199,904 196,676

仕掛品 18,761 14,663

貯蔵品 2,974 964

その他 14,100 11,218

流動資産合計 972,431 800,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 57,354 59,508

機械装置及び運搬具（純額） 8,723 9,376

土地 1,493,013 1,493,013

リース資産（純額） 3,983 －

その他（純額） 45,530 46,402

有形固定資産合計 1,608,607 1,608,301

無形固定資産   

のれん 70,000 80,000

その他 12,623 13,197

無形固定資産合計 82,623 93,197

投資その他の資産   

投資有価証券 19,533 21,681

破産更生債権等 1,608 1,608

その他 14,380 13,772

貸倒引当金 △1,608 △1,608

投資その他の資産合計 33,913 35,454

固定資産合計 1,725,144 1,736,953

資産合計 2,697,575 2,537,904



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 813,412 684,087

関係会社短期借入金 255,689 246,428

未払金 120,465 87,887

未払法人税等 5,026 14,859

リース債務 617 －

賞与引当金 42,432 68,425

その他 140,495 54,938

流動負債合計 1,378,139 1,156,626

固定負債   

退職給付引当金 34,627 38,878

役員退職慰労引当金 － 18,733

長期未払金 19,765 －

リース債務 3,380 －

繰延税金負債 3,607 4,512

その他 504 504

固定負債合計 61,884 62,628

負債合計 1,440,023 1,219,255

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,699,968 1,699,968

資本剰余金 909,840 909,840

利益剰余金 △1,342,656 △1,287,423

自己株式 △14,914 △14,758

株主資本合計 1,252,237 1,307,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,314 6,646

評価・換算差額等合計 5,314 6,646

少数株主持分 － 4,375

純資産合計 1,257,551 1,318,648

負債純資産合計 2,697,575 2,537,904



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 1,780,791

売上原価 1,601,816

売上総利益 178,975

販売費及び一般管理費 237,648

営業損失（△） △58,672

営業外収益  

受取利息 141

受取配当金 100

その他 2,324

営業外収益合計 2,566

営業外費用  

支払利息 963

その他 41

営業外費用合計 1,005

経常損失（△） △57,111

税金等調整前四半期純損失（△） △57,111

法人税、住民税及び事業税 2,496

法人税等合計 2,496

少数株主利益 △4,375

四半期純損失（△） △55,232



（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損失（△） △57,111

減価償却費 6,601

のれん償却額 10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,251

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,733

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,993

受取利息及び受取配当金 △242

支払利息 963

売上債権の増減額（△は増加） △90,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,905

仕入債務の増減額（△は減少） 129,324

未払債務の増減額（△は減少） 111,471

長期未払金の増減額（△は減少） 19,765

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,368

その他の資産の増減額（△は増加） △3,272

その他の負債の増減額（△は減少） △1,184

小計 6,513

利息及び配当金の受取額 242

利息の支払額 △963

法人税等の支払額 △10,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,415

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 △490

長期前払費用の取得による支出 △915

差入保証金の差入による支出 △81

投資有価証券の取得による支出 △88

短期貸付金の増減額（△は増加） 390

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,185

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） 9,261

リース債務の返済による支出 △100

自己株式の取得による支出 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,404

現金及び現金同等物の期首残高 44,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 47,577



 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  

 当社グループは、前連結会計年度に50百万円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも95百万円のマイ

ナスとなっており、当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりました。 

 当第１四半期連結会計期間におきましても、58百万円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも４百万

円のマイナスとなっており、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消し、営業損益の黒字化を図るために、当第１四半期連結会計期間におきまし

ては、生産面では栃木・埼玉の両工場の生産品目のすみわけを見直し生産効率の向上に努め、また、原価低減を

図るため仕入や生産工程の見直しを進めており、一層の食品の安全と品質の確保を図っております。 

 営業面では当社グループの得意分野でありますギフト商品をより充実させ、顧客の獲得増に努めるとともに、

デリカの新商品群を投入し、販売の拡大を進めております。その結果、営業利益は季節的要因の他、原油高騰に

よる荷造梱包費、運賃、燃料費等の経費増の影響を受け、マイナスとなっておりますが、業績は前年同期を上回

っております。 

 資金面では、引き続き親会社スターゼン株式会社の資金管理システムを利用し、資金調達及び運用の効率化を

図っております。 

 また、当社グループはスターゼン株式会社のハム・ソーセージ・デリカ販売事業を平成20年10月１日の目途で

承継し、加工食肉製品やデリカ商品の多様化を図ることを通して収益力を高め、生産部門と一体となって物流業

務を集約しコストの削減を進めてまいります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。 

  

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 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） 

 加工食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高及び営業損失の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

 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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高 

 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） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

ローマイヤ㈱ (2893) 平成21年３月期第１四半期決算短信

- 1 -



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,661,830 

Ⅱ 売上原価 1,491,479 

売上総利益 170,351 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 240,003 

営業損失 69,651 

Ⅳ 営業外収益 (2,598)  

 受取利息及び配当金 360 

 その他 2,238 

Ⅴ 営業外費用 (1,817)  

 支払利息 819 

 その他 997 

経常損失 68,871 

Ⅵ 特別利益 (1,969)  

 貸倒引当金戻入益 1,969 

Ⅶ 特別損失 (16,345)  

 固定資産除却損 1,118 

 役員退職慰労引当金繰入額 15,227 

税金等調整前四半期純損失 83,246 

法人税・住民税及び事業税 2,773 

少数株主損失 17,195 

四半期純損失 68,824 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前第１四半期（当期）純損失 △83,246 

 減価償却費 8,844 

 のれん償却費 10,000 

 繰延資産償却費 755 

 退職給付引当金の減少額 △4,712 

 役員退職慰労引当金の増加額 16,029 

 貸倒引当金の減少額 △361 

 賞与引当金の減少額 △28,622 

 固定資産除却損 1,118 

 受取利息および受取配当金 △360 

 支払利息 819 

 売上債権の増加額 △19,969 

 たな卸資産の増加額 △72,356 

 その他の資産の増加額 △2,477 

 仕入債務の増加額 64,024 

 未払債務の増加額 86,017 

 未払消費税の減少額 △30,776 

 破産更生債権等の増加額 △1,608 

 その他 351 

小計 △56,530 

 利息および配当金の受取額 360 

 利息の支払額 △838 

 法人税等の支払額 △12,865 

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,874 

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 △5,312 

 短期貸付金の純減額 71,348 

 その他 △1,619 

投資活動によるキャッシュ・フロー 64,417 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純減額 △560 

 自己株式の取得による支出 △507 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,068 
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 

△6,525 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 66,505 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 59,979 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 加工食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高及び営業損失の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 
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