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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 3,233 △4.1 26 △77.0 26 △75.7 10 △84.1

20年３月期第１四半期 3,371 0.6 115 121.7 109 128.5 63 128.5

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 26 ―

20年３月期第１四半期 7 93 ―

　(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

21年３月期第１四半期 7,290 3,984 54.7 498 06

20年３月期 7,020 3,997 56.9 499 67
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 3,984百万円 20年３月期 3,997百万円

2. 配当の状況

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 ― 5 00 ― 5 00 10 00

21年３月期 ―

21年３月期(予想) 5 00 ― 5 00 10 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 7,000 3.8 140 △1.6 130 △3.4 50 △30.5 6 25

通期 13,500 5.7 250 148.1 240 152.1 140 293.3 17 50
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 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、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。]

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(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。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　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 8,000,000株 20年３月期 8,000,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 796株 20年３月期 ―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 8,000,000株 20年３月期第１四半期 8,000,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　(1)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)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、本資料の発表日現在において入手可能な情
報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
詳細は、４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。
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㈱ニチロサンフーズ(2879)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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、米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライム

ローン）問題を震源とした金融市場の混乱が尾を引き、また原油価格高騰による物価上昇、さらには景気を
牽引してきた輸出もかげりを見せ、不透明感がただよう状況となっております。
食品業界におきましても、当社の主原料である畜肉原料（特に鶏肉）の値上りが著しく、加えて小麦粉な

どの副原料の値上りが続き、原料高や調達問題などが企業活動に大きく影響しました。
また、中国製ギョウザによる中毒事件の影響が続くなか、飛騨牛偽装事件・中国産うなぎ蒲焼の産地偽装

事件が発生し、消費者の食に対する不信感が一層高まりました。
このような状況の下、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、加工食品事業につきましては、品

質保証を第一に、生産性の向上、新商品開発、重点育成商品の集中販売、重点販売先への拡販に注力いたし
ました。また、ムダ取り運動（生産性の向上運動）を積極的に推進し、歩留りアップ、人員見直しによる能
率アップ、さらに仕入先の見直しなどコスト削減に努めました。
パン事業につきましては、調理パン類及び軽食惣菜類の減収はありましたが、焼成パン類の増収により

全体では増収となり、また、生産ロスの低減、生産工程の見直し及び歩留り向上など、コスト削減に努め
ました。
この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間における売上高は32億33百万円（前年同四半期比4.1

％減）、営業利益26百万円（前年同四半期比77.0％減）、経常利益26百万円（前年同四半期比75.7％減）、四半
期純利益10百万円（前年同四半期比84.1％減）となりました。
なお、当第１四半期連結会計期間の売上高から控除されております代理店や量販店等への補填金などの費

用（33百万円）については、前第１四半期連結会計期間においては「販売費及び一般管理費」で処理してお
り、その金額は34百万円であります。

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、前連結会計年度末に比べて２億70百万円増加し、72億90百万円

となりました。その主な要因は、固定資産は43百万円減少しましたが、流動資産のうち売上債権（受取手形
及び売掛金）が２億33百万円、たな卸資産が１億47百万円それぞれ増加し、現金及び預金が82百万円減少し
たことなどによります。
負債は、前連結会計年度末に比べて２億83百万円増加し、33億５百万円となりました。その主な要因は、

長期借入金の返済や退職金の支払等で固定負債は31百万円減少しましたが、仕入債務（買掛金）が２億59百
万円増加したことなどによります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて12百万円減少し、39億84百万円となりました。これは、利益剰

余金が29百万円減少したことなどによります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度比2.2％減少し、
54.7％となりました。

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という）は、前連結会計年度末
に比べて82百万円減少し、１億11百万円となりました。
　各キャッシュ・フローの状況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)
当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果、得られた資金は１億２百万円であり、前第１四半期

連結会計期間に比べ４百万円増加しました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益の減少、売上債権
及びたな卸資産の増加があったものの、仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少があったことなどにより
ます。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は１億21百万円であり、前第１四半期

連結会計期間に比べ83百万円増加しました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したこ
となどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は63百万円であり、前第１四半期連結

会計期間に比べ微増となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績は、前年同四半期と比較して低調なスタートとなりましたが、７月よりコンビニエン

スベンダー向け大型商材が販売開始されており、平成20年５月９日に発表しました業績予想数値に変更はご
ざいません。
今後、何らかの変更がある場合には適切に開示してまいります。

― 3 ―

決算短信 2008年08月07日 15時30分 05623xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ニチロサンフーズ(2879)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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たな卸資産の評価方法

　  たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタ
ックス・プランニングを利用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

　 ① 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」(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、低価法から原価法（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。
　これにより、従来「営業外費用」に計上していた「たな卸資産評価損」及び「たな卸資産廃棄損」につ
いては、「売上原価」で処理しております。この結果、売上総利益及び営業利益がそれぞれ4,407千円減少
しております。
　なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。

(4) その他
（追加情報）
①有形固定資産の耐用年数の変更

　  法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数を見直した結果、従来７～15年としておりました耐用年数
を当第１四半期連結会計期間より、５～10年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった
場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ3,327千円増加しております。
　なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。

②役員退職慰労金制度廃止
　  当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、当第１四半期連結会計期間において役員退職慰労金制

度を廃止しております。
　これにより、当第１四半期連結会計期間末においては、制度廃止に伴う打ち切り支給額29,200千円を確
定債務として、固定負債の「その他」に計上しております。

― 4 ―

決算短信 2008年08月07日 15時30分 05623xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）
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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 111,837 194,192

受取手形及び売掛金 1,770,723 1,537,587

商品 16,148 13,166

製品 340,143 279,979

原材料 229,672 162,464

仕掛品 8,617 2,122

その他 142,779 116,531

貸倒引当金 △5,280 △4,867

流動資産合計 2,614,642 2,301,175

固定資産

建物及び構築物 5,446,334 5,438,878

減価償却累計額 △3,423,782 △3,383,372

建物及び構築物（純額） 2,022,552 2,055,506

機械装置及び運搬具 3,384,050 3,364,319

減価償却累計額 △2,744,096 △2,707,533

機械装置及び運搬具（純額） 639,954 656,785

土地 1,403,747 1,403,747

その他 205,099 204,239

減価償却累計額 △175,797 △173,115

その他（純額） 29,302 31,123

有形固定資産合計 4,095,557 4,147,164

無形固定資産 44,126 48,457

投資その他の資産

投資有価証券 414,649 396,686

その他 123,296 128,419

貸倒引当金 △1,825 △1,825

投資その他の資産合計 536,120 523,280

固定資産合計 4,675,804 4,718,902

資産合計 7,290,446 7,020,077
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 944,246 684,255

短期借入金 1,071,560 1,071,560

未払法人税等 30,364 10,743

その他 600,044 564,618

流動負債合計 2,646,215 2,331,177

固定負債

長期借入金 474,340 497,230

退職給付引当金 156,238 160,201

その他 29,200 34,104

固定負債合計 659,778 691,535

負債合計 3,305,993 3,022,712

純資産の部

株主資本

資本金 727,875 727,875

資本剰余金 550,675 550,675

利益剰余金 2,834,567 2,864,500

自己株式 △296 －

株主資本合計 4,112,820 4,143,050

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △128,366 △145,685

評価・換算差額等合計 △128,366 △145,685

純資産合計 3,984,453 3,997,364

負債純資産合計 7,290,446 7,020,077
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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 3,233,002

売上原価 2,707,985

売上総利益 525,016

販売費及び一般管理費

配送費 223,264

給料及び手当 87,395

その他 187,817

販売費及び一般管理費合計 498,477

営業利益 26,539

営業外収益

受取利息 31

受取配当金 1,925

受取補償金 2,662

その他 2,983

営業外収益合計 7,602

営業外費用

支払利息 5,984

その他 1,440

営業外費用合計 7,424

経常利益 26,717

特別利益

固定資産売却益 138

特別利益合計 138

特別損失

固定資産除却損 76

特別損失合計 76

税金等調整前四半期純利益 26,780

法人税、住民税及び事業税 29,196

法人税等調整額 △12,483

法人税等合計 16,712

四半期純利益 10,067

― 7 ―

決算短信 2008年08月07日 15時30分 05623xe01_in 7ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ニチロサンフーズ(2879)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 26,780

減価償却費 85,982

貸倒引当金の増減額（△は減少） 412

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,963

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,104

受取利息及び受取配当金 △1,957

支払利息 5,984

有形固定資産除却損 13

有形固定資産売却損益（△は益） △136

売上債権の増減額（△は増加） △233,135

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,368

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,759

仕入債務の増減額（△は減少） 259,991

その他の流動負債の増減額（△は減少） 111,026

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,903

その他の固定負債の増減額（△は減少） 29,200

小計 119,607

利息及び配当金の受取額 2,050

利息の支払額 △5,967

法人税等の支払額 △13,451

営業活動によるキャッシュ・フロー 102,238

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 △115,207

有形固定資産の売却による収入 156

無形固定資産の取得による支出 △5,817

投資有価証券の取得による支出 △645

その他 107

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △22,890

自己株式の取得による支出 △296

配当金の支払額 △40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,354

現金及び現金同等物の期首残高 194,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 111,837
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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

該当事項なし

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

（単位：千円）

加工食品事業 パン事業 役務事業 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,812,671 1,558,880 ― 3,371,552 ― 3,371,552

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

13,180 ― 19,127 32,307 (32,307) ―

計 1,825,852 1,558,880 19,127 3,403,860 (32,307) 3,371,552

営業利益 140,688 42,405 7,034 190,127 (74,789) 115,338

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）

（単位：千円）

加工食品事業 パン事業 役務事業 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,645,329 1,587,673 ― 3,233,002 ― 3,233,002

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

10,132 ― 18,189 28,321 (28,321) ―

計 1,655,462 1,587,673 18,189 3,261,324 (28,321) 3,233,002

営業利益 53,409 42,155 6,593 102,158 (75,618) 26,539

　(注) 1. 事業区分は、事業の種類・性質を考慮して区分しております。
　 2. 各事業の主な製品等
　 (1) 加工食品事業 ・・・ 冷凍食品、チルド食品、畜産品
　 (2) パン事業 ・・・・・ 焼成パン、調理パン
　 (3) 役務事業 ・・・・・ 不動産等賃貸業
　 3. 「定性的情報 ４.その他 (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」に記載のとおり、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」
を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「加工食品事業」で営業
利益が、4,407千円減少しております。

　 4. 「定性的情報 ４.その他 (4)その他 （追加情報）」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期
間より有形固定資産の耐用年数の変更をしております。この変更に伴い、従来の方法によった場
合に比べ、「加工食品事業」で2,007千円、「パン事業」で1,319千円、それぞれ営業利益が増加し
ております。
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【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）及び前第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）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【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）及び前第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）において、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

該当事項なし
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

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)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,371,552

Ⅱ 売上原価 2,715,481

　 売上総利益 656,071

Ⅲ 販売費及び一般管理費 540,732

　1. 運送費 226,173

　2. 給料・手当 105,155

　3. その他  209,403

　 営業利益 115,338

Ⅳ 営業外収益 7,420

　1. 受取配当金 3,644

　2. 受取手数料 622

　3. 保険金収入 1,238

　4. 損害賠償金収入 858

　5. その他 1,056

Ⅴ 営業外費用 12,992

　1. 支払利息 5,832

　2. たな卸資産評価損 1,127

　3. たな卸資産廃棄損 5,997

　4. その他 34

　 経常利益 109,766

Ⅵ 特別利益 44

　1. 貸倒引当金戻入益 44

Ⅶ 特別損失 2,968

　1. 固定資産除却損 879

　2. 投資有価証券整理損 1,295

　3. ゴルフ会員権評価損 200

　4. リース解約損 593

　 税金等調整前四半期純利益 106,842

　 法人税、住民税及び事業税 43,950

　 法人税等調整額 △555

　 四半期純利益 63,447
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 1. 税金等調整前四半期純利益 106,842

　 2. 減価償却費 87,484

　 3. 貸倒引当金の減少額 △37

　 4. 役員賞与引当金の減少額 △1,600

　 5. 退職給付引当金の減少額 △4,821

　 6. 役員退職慰労引当金の減少額 △20,842

　 7. 受取利息及び受取配当金 △3,675

　 8. 支払利息 5,832

　 9. 有形固定資産除却損 517

　10. 投資有価証券整理損 1,295

　11. ゴルフ会員権評価損 200

　12. 売上債権の増加額 △145,174

  13.  その他の営業債権の減少額 1,996

　14. たな卸資産の増加額 △84,552

　15. 仕入債務の増加額 144,776

　16. その他の営業債務の増加額 87,423

　17. その他 △8,527

　  小計 167,138

　18. 利息及び配当金の受取額 3,769

　19. 利息の支払額 △5,681

　20. 法人税等の支払額 △67,972

　  営業活動によるキャッシュ・フロー 97,254

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 1. 有形固定資産の取得による支出 △37,467

　 2. 無形固定資産の取得による支出 △454

　 3. 投資有価証券の取得による支出 △606

　 4. 投資有価証券の整理による収入 5,000

　 5. その他 △4,394

　  投資活動によるキャッシュ・フロー △37,922

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

　 1. 長期借入金の返済による支出 △22,890

　 2. 配当金の支払額 △40,000

　  財務活動によるキャッシュ・フロー △62,890

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減少額 △3,558

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 362,933

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 359,374
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