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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 1,924 ― 87 ― 113 ― 45 ―
20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 9.73 ―
20年3月期第1四半期 ― ―

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 9,147 4,633 50.7 984.86
20年3月期 8,659 4,466 51.6 949.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,633百万円 20年3月期  4,466百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

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 4,587 ― 238 ― 242 ― 157 ― 33.36
通期 8,707 8.6 321 51.8 380 12.4 226 12.8 48.03

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 
 １ 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月23日発表の数値に変更はありません。また、本資料に記載されている業績予想につきましては、 
   現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、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。なお、上記予想に関 
   する事項は、３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。 
 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 
   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。  

 

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  4,746,000株 20年3月期  4,746,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  40,809株 20年3月期  40,000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  4,705,964株 20年3月期第1四半期  4,706,000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

平成20年３月期第１四半期（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）は、連結財務諸表を作成して

おりませんので、平成20年３月期第１四半期の連結経営成績の記載を省略しております。

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融資本市場の不安定さや石油製品・原材料価格の高

騰を背景に、企業業績の悪化や個人消費が鈍化するなど、景気は後退しております。雇用情勢の好転に伴っ

て雇用者所得は上昇しておりますが、原油高騰や政府売渡麦価が30％引き上げられたことにより、ガソリン

や食料品など生活必需品の物価上昇率がそれを上回り、消費者の購買意欲は減退し続けております。

このような状況のなか、当社は品質の維持向上、生産コストの削減を継続し、安心安全な製品供給に取り

組んでおります。

その結果、当第１四半期の売上高は19億24百万円、営業利益は87百万円、経常利益は１億13百万円、四半

期純利益は45百万円となりました。

なお、養魚用配合飼料の需要は、養殖魚の成長過程に応じ、成育が旺盛になる夏から初冬までが多く、水

温が低下し餌食いが鈍くなる冬から春は少なくなるという季節的変動があります。したがって、当第１四半

期連結会計期間の売上高は、第２四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間と比べ低くなる傾向にあ

ります。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 水産事業

　水産事業は、新規取引や既存顧客の受注増、生餌の価格上昇に伴い配合飼料の使用割合が増加したこと

などにより、主にクルマエビ飼料類、ハマチ飼料類、マダイ飼料類が伸び、売上高は15億65百万円、営業

利益は１億32百万円となりました。

② 食品事業

　食品事業は、平年よりも気温が低かったため即席麺は伸びましたが、夏季商材の動きが鈍く、売上高は

３億58百万円、営業利益は２百万円となりました。

２. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ４億87百万円増加し91億47百万円となりました。主

に現金及び預金が１億円、受取手形及び売掛金が３億58百万円それぞれ増加し、投資その他の資産が82百万

円減少しました。

負債は、前連結会計年度末と比べ３億20百万円増加し45億13百万円となりました。主に買掛金が２億53百

万円、短期借入金が３億30百万円それぞれ増加し、その他固定負債が１億92百万円減少しました。

純資産は、前連結会計年度末と比べ１億67百万円増加し46億33百万円となりました。主に繰延ヘッジ損益

が１億92百万円増加しました。
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３. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、世界的な経済の減速や原油及び原材料等の高騰により企業業績の悪化及び

消費の減退が予想されます。

今後も穀物や原材料の高騰がおさまる気配がなく、価格転嫁に対する消費者の動向も不透明な状況で、こ

のような不確実な情報を基に将来を見通すことは極めて困難であるため、当初の業績予想を修正しておりま

せん。

当社グループを取り巻く経済環境の変化が想定の範囲を超えることとなった場合には業績予想を見直して

まいります。

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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

(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

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。
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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 1,180,349 1,079,632

受取手形及び売掛金 1,671,767 1,312,818

商品 8,441 9,250

製品 466,626 320,208

原材料 686,420 750,430

仕掛品 37,429 53,901

その他 419,579 389,150

貸倒引当金 △685 △695

流動資産合計 4,469,927 3,914,696

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,046,911 1,062,321

機械装置及び運搬具（純額） 791,397 799,802

土地 1,746,746 1,746,746

その他（純額） 332,889 298,302

有形固定資産合計 3,917,944 3,907,173

無形固定資産 21,625 17,802

投資その他の資産

その他 758,843 840,998

貸倒引当金 △21,104 △21,104

投資その他の資産合計 737,739 819,894

固定資産合計 4,677,309 4,744,869

資産合計 9,147,236 8,659,566

負債の部

流動負債

買掛金 697,538 443,903

短期借入金 2,766,259 2,435,447

未払法人税等 44,800 58,100

賞与引当金 91,905 57,996

その他 220,294 272,305

流動負債合計 3,820,797 3,267,752

固定負債

長期借入金 109,405 149,616

役員退職慰労引当金 450,014 450,014

その他 133,079 325,291

固定負債合計 692,499 924,922

負債合計 4,513,296 4,192,674
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 603,900 603,900

資本剰余金 458,400 458,400

利益剰余金 3,549,484 3,541,325

自己株式 △28,917 △28,400

株主資本合計 4,582,866 4,575,225

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,897 28,473

繰延ヘッジ損益 74,378 △118,016

為替換算調整勘定 △59,202 △18,791

評価・換算差額等合計 51,072 △108,333

純資産合計 4,633,939 4,466,891

負債純資産合計 9,147,236 8,659,566
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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 1,924,296

売上原価 1,559,456

売上総利益 364,840

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 72,301

給料及び賞与 61,919

賞与引当金繰入額 13,345

その他 129,539

販売費及び一般管理費合計 277,105

営業利益 87,734

営業外収益

受取利息 648

受取配当金 1,276

為替差益 15,442

物品売却益 12,075

雑収入 4,766

営業外収益合計 34,209

営業外費用

支払利息 8,495

営業外費用合計 8,495

経常利益 113,448

特別利益

固定資産売却益 19

特別利益合計 19

特別損失

固定資産除却損 841

特別損失合計 841

税金等調整前四半期純利益 112,626

法人税、住民税及び事業税 42,890

法人税等調整額 23,928

法人税等合計 66,819

四半期純利益 45,807
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

【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）

水産事業
(千円)

食品事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 1,565,567 358,729 1,924,296 ─ 1,924,296

営業利益 132,881 2,617 135,498 (47,764) 87,734

(注) １ 事業区分は、製造方法、市場及び販売方法の類似性を勘案して区分しております。

 ２ 各事業の主な製品は次のとおりであります。

　(1)  水産事業……クルマエビ飼料類、ハマチ飼料類、その他養殖用飼料類

　(2)  食品事業……即席麺類、乾麺・つゆ類、その他麺類

 ３ 消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社本社の管理部門に係る費用47,764千円

であります。

【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）において、全セグメント

の売上高の合計額に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。

【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）において、海外売上高が

連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(5) 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。
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「参考」

四半期個別財務諸表

(1)四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日）

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

　１ 現金及び預金 1,157,950 1,045,961

　２ 受取手形及び売掛金 1,672,464 1,310,076

　３ 商品 7,245 7,945

　４ 製品 443,889 318,108

　５ 原材料 641,360 729,927

　６ 仕掛品 37,429 53,901

　７ その他 235,579 167,449

　 貸倒引当金 △795 △795

　 流動資産合計 4,195,123 3,632,575

Ⅱ 固定資産

　１ 有形固定資産

　 (1) 建物 932,920 947,557

　 (2) 機械及び装置 754,882 783,494

　 (3) 土地 1,746,746 1,746,746

　 (4) その他 235,757 232,119

　 有形固定資産合計 3,670,307 3,709,917

　２ 無形固定資産 21,625 17,802

　３ 投資その他の資産

　 (1) その他 1,196,259 1,278,261

　 貸倒引当金 △21,104 △21,104

　 投資その他の資産合計 1,175,155 1,257,156

　 固定資産合計 4,867,087 4,984,876

　 資産合計 9,062,211 8,617,452
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㈱ヒガシマル(2058) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(単位：千円)

科目
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日）

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

　１ 買掛金 680,687 425,617

　２ 短期借入金 2,609,844 2,376,485

　３ 未払法人税等 44,800 58,100

　４ 賞与引当金 91,905 57,996

　５ その他 200,322 264,622

　 流動負債合計 3,627,559 3,182,821

Ⅱ 固定負債

　１ 長期借入金 109,405 149,616

　２ 役員退職慰労引当金 450,014 450,014

　３ その他 133,079 325,291

　 固定負債合計 692,499 924,922

　 負債合計 4,320,058 4,107,744

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

　１ 資本金 603,900 603,900

　２ 資本剰余金 458,400 458,400

　３ 利益剰余金 3,598,494 3,565,350

　４ 自己株式 △28,917 △28,400

　 株主資本合計 4,631,876 4,599,250

Ⅱ 評価・換算差額等

　１ その他有価証券評価差額金 35,897 28,473

　２ 繰延ヘッジ損益 74,378 △118,016

　 評価・換算差額等合計 110,275 △89,542

　 純資産合計 4,742,152 4,509,708

　 負債純資産合計 9,062,211 8,617,452
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㈱ヒガシマル(2058) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2)四半期損益計算書

(単位：千円)

科目
当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

前第１四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

Ⅰ 売上高 1,922,710 1,601,839

Ⅱ 売上原価 1,555,011 1,286,897

　 売上総利益 367,699 314,941

Ⅲ 販売費及び一般管理費 260,232 265,117

　 営業利益 107,466 49,824

Ⅳ 営業外収益 39,303 31,626

Ⅴ 営業外費用 8,349 8,484

　 経常利益 138,420 72,966

Ⅵ 特別利益 19 100,156

Ⅶ 特別損失 841 32

　 税引前四半期純利益 137,598 173,090

　 法人税、住民税及び事業税 42,890 21,020

　 法人税等調整額 23,916 59,049

　 四半期純利益 70,791 93,021

(注) １ 個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象とはなっておりません。

２ 当第１四半期累計期間は、「四半期財務諸表等規則」に従い作成しております。
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