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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 60,193 ― 442 ― 593 ― 220 ―
20年3月期第1四半期 57,757 6.1 279 97.9 469 77.0 △78 ―

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 2.95 2.95
20年3月期第1四半期 △1.08 △1.08

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 86,168 23,662 27.0 311.89
20年3月期 81,023 23,517 28.6 310.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  23,280百万円 20年3月期  23,146百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

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 119,000 ― 650 ― 1,000 ― 300 ― 4.02
通期 240,000 0.4 2,450 3.8 2,550 △4.7 1,000 12.7 13.40

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） 

[（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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績は、今後様々な要因により、上記予
想と異なる結果と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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  87,759,216株 20年3月期  87,759,216株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  13,116,444株 20年3月期  13,113,715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  74,643,636株 20年3月期第1四半期  72,983,265株

― 1 ―



スターゼン㈱(8043) 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、原油高や原材料価格の高騰による製品価格の上昇や

サブプライムローン問題の影響が続く中、米国経済の減速や個人消費の伸び悩みから企業収益の改善に足
踏みが見られ、景気の先行き不透明感が増す状況になりました。
　食肉業界におきましては、飼料価格の高騰や新興国との買付け競争激化による輸入食肉価格の上昇、高
価格である国産牛肉の消費減退、国産豚肉・鶏肉相場の高値推移に加え、原油高の影響で包装資材、燃料
及び運賃の上昇もあって、厳しい環境が続いております。
このような状況の中、当社グループは、引き続き安全・安心な商品を安定的に供給することに注力し、

取扱量の拡大に努めました。
　食肉事業においては、国産牛肉は、消費者が家計引き締め傾向を強め、牛肉に比べ割安な豚肉や鶏肉を
購入するなど牛肉が敬遠され相場が下落したため、取扱量は前年同期並みながら売上高は減少しました。
国産豚肉は、昨夏の猛暑の影響で全国の出荷量は前年割れとなり、卸売価格の高騰が続いております。こ
れに対して、小売店、量販店等へ「生産履歴情報」を公開したり「生産者の顔が見える食品」をアピール
するなど、こだわり豚肉の拡販に取組むことにより売上高は増加いたしました。
輸入牛肉は、輸入量の減少や市中在庫の減少から卸売価格が上昇し、取扱量は減少しましたが、５月ゴ

ールデンウィーク需要が好調であったことや先物販売ができたことなどにより売上高は増加いたしました。
輸入豚肉は、国産豚肉価格高騰の影響もあって、冷蔵商品は順調な販売ができましたが、冷凍商品は輸入
量の減少から取扱量、売上高とも減少しました。鶏肉につきましては、輸入鶏肉・国産鶏肉ともに原料相
場が高騰しましたが、輸入鶏肉につきましては、外食産業や惣菜原料としてブラジル産に引合いが集中し
たため、売上高が大幅に拡大しました。また国産鶏肉については、既存取引先への安定供給に努め売上高
が拡大いたしました。
　加工食品は、中国産加工食品の問題の影響により取扱量が大幅に減少しましたが、国内生産に切替える
などして、ハンバーグ及び焼肉商品の取扱量及び売上高がともに増加しました。ハム・ソーセージは、ウ
ィンナーソーセージが順調に拡大し、コンシューマー商品「フェストエッセン」シリーズを中心に新規拡
売及び深耕拡売を行いました。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は601億93百万円、営業利益は4億42百万円、経常利益

は5億93百万円となり、税金等調整後の第１四半期純利益は2億20百万円となりました。
当社グループの事業部門の概況は次のとおりであります。

（参考）販売の状況

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)

金 額 構成比

食 肉 49,901百万円 82.8％

加 工 食 品 5,989 〃 10.0％

ハム・ソーセージ 2,152 〃 3.6％

そ の 他 2,150 〃 3.6％

合 計 60,193百万円 100.0％

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて、34億41百万円増加し、537億76百万円となりました。これ
は、主として現金及び預金が減少する一方、商品及び製品、売掛金が増加したことによります。
　固定資産は、前連結会計年度末と比べて、17億6百万円増加し、323億83百万円となりました。これ
は、主として建物及び構築物、土地が増加したことによります。
　この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて、51億45百万円増加し、861億68百万円となりま
した。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて、54億87百万円増加し、484億55百万円となりました。これ
は、主として買掛金、短期借入金が増加したことによります。
　固定負債は、前連結会計年度末と比べて、4億87百万円減少し、140億50百万円となりました。これは、
主として長期借入金が減少したことによります。
　この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて、50億円増加し、625億6百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて、1億45百万円増加し、236億62百万円となりました。
(2) 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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、
101億6百万円となりました。当第１四半期末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）

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果、使用した資金は14億9百万円となりました。
　これは主に、たな卸資産の増加額26億18百万円、前渡金の増加額11億円及び仕入債務の増加額27億21
百万円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）

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果、使用した資金は9億20百万円となりました。
　これは主に、固定資産の取得による支出7億56百万円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）

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果、使用した資金は0百万円となりました。
　これは主に、配当金の支払額5億22百万円と社債の償還による支出90百万円並びに借入金の増加額5億
99百万円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
わが国の経済は、継続するエネルギー・原料価格の高騰や米国サブプライムローン問題の影響による世

界経済の減速により後退局面を迎えております。個人消費は雇用所得の緩やかな増加を背景に底堅く推移
しておりますが、食肉業界においては高価格品や高級部位の買い控えが続くとともに、安全・安心に対す
る関心はさらに高まると思われます。
このような状況の中、当社グループは組織の再編成を行うことで企業経営の効率化を図り、営業力の強

化拡大策を推進し、集荷基盤の拡充と食品の安全性を確保するための投資を行い、お客様のニーズに沿っ
た安全・安心な食材を正確に提供することを心がけてまいります。
平成21年３月期の業績予測につきましては、平成20年５月14日決算発表時の業績予想から変更はありま

せん。連結売上高2,400億円、連結営業利益24億50百万円、連結経常利益25億50百万円、連結当期純利益は
10億円を見込んでおります。
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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
「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、原価法から原価法（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。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益が109百万円それぞれ減少しております。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
　なお、この変更による損益に与える影響はありません。

④リース取引に関する会計基準等の適用
「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、会計基準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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

⑤有形固定資産の耐用年数の変更
当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数の見積りについては、平成20年度の法人税法の改正

を契機として見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より変更しております。
　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

― 4 ―

決算短信 2008年08月11日 08時34分 03340xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



スターゼン㈱(8043) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

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 10,302 12,550

受取手形及び売掛金 25,641 24,323

商品及び製品 11,224 9,389

仕掛品 566 554

原材料及び貯蔵品 1,431 601

その他 4,679 2,972

貸倒引当金 △68 △56

流動資産合計 53,776 50,334

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,085 9,970

土地 8,625 8,350

その他 2,509 2,455

有形固定資産合計 21,220 20,776

無形固定資産

のれん 633 348

その他 206 155

無形固定資産合計 840 504

投資その他の資産

その他 10,322 9,396

投資その他の資産合計 10,322 9,396

固定資産合計 32,383 30,676

繰延資産 8 11

資産合計 86,168 81,023
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（単位：百万円）

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 14,742 11,665

短期借入金 20,725 18,587

未払法人税等 587 864

賞与引当金 872 972

その他 11,526 10,877

流動負債合計 48,455 42,968

固定負債

社債 2,478 2,568

長期借入金 8,609 9,394

退職給付引当金 1,697 1,694

役員退職慰労引当金 5 400

その他 1,260 480

固定負債合計 14,050 14,537

負債合計 62,506 57,506

純資産の部

株主資本

資本金 9,899 9,899

資本剰余金 10,618 10,618

利益剰余金 4,803 5,106

自己株式 △2,244 △2,243

株主資本合計 23,077 23,380

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 403 10

繰延ヘッジ損益 △55 △144

為替換算調整勘定 △145 △100

評価・換算差額等合計 202 △234

少数株主持分 382 370

純資産合計 23,662 23,517

負債純資産合計 86,168 81,023
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スターゼン㈱(8043) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

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 60,193

売上原価 54,864

売上総利益 5,328

販売費及び一般管理費 4,886

営業利益 442

営業外収益

受取利息 15

受取配当金 35

不動産賃貸収入 153

受取保険金及び配当金 153

持分法による投資利益 10

その他 102

営業外収益合計 472

営業外費用

支払利息 183

不動産賃貸費用 56

その他 81

営業外費用合計 320

経常利益 593

特別利益

補助金収入 29

特別利益合計 29

特別損失

固定資産売却損 2

固定資産除却損 66

投資有価証券評価損 0

特別損失合計 70

税金等調整前四半期純利益 553

法人税、住民税及び事業税 576

法人税等調整額 △240

法人税等合計 336

少数株主利益 △3

四半期純利益 220
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スターゼン㈱(8043) 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：百万円）

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 553

減価償却費 382

のれん償却額 52

賞与引当金の増減額（△は減少） △99

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △395

貸倒引当金の増減額（△は減少） 81

受取利息及び受取配当金 △50

支払利息 183

持分法による投資損益（△は益） △10

固定資産売却損益（△は益） 2

固定資産除却損 66

投資有価証券評価損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △898

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,618

前渡金の増減額（△は増加） △1,100

仕入債務の増減額（△は減少） 2,721

その他 665

小計 △460

利息及び配当金の受取額 59

利息の支払額 △168

法人税等の支払額 △839

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △63

定期預金の払戻による収入 135

固定資産の取得による支出 △756

固定資産の売却による収入 14

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 0

短期貸付金の増減額（△は増加） △9

長期貸付けによる支出 △200

長期貸付金の回収による収入 119

子会社株式の取得による支出 △45

その他 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー △920
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スターゼン㈱(8043) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：百万円）

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)

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） 2,110

長期借入金の返済による支出 △1,511

リース債務の返済による支出 △0

社債の償還による支出 △90

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △522

少数株主からの払込みによる収入 20

その他 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △0

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,363

現金及び現金同等物の期首残高 12,280

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,106
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スターゼン㈱(8043) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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

該当事項はありません。

(5) 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)

食肉の製造及び販売の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利

益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％を超えるため、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。

　【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)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、

いずれも90％を超えるため、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)

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(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。
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スターゼン㈱(8043) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）前四半期連結損益計算書

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(百万円)

　売上高 57,757

　売上原価 53,105

　売上総利益 4,652

　販売費及び一般管理費 4,372

　営業利益 279

　営業外収益 510

　 受取利息及び配当金 91

　 不動産賃貸収入 152

　 持分法による投資利益 12

　 その他 253

　営業外費用 320

　 支払利息 210

　 不動産賃貸費用 56

　 社債発行費償却 6

　 その他 47

　経常利益 469

　特別利益 33

　 固定資産売却益 0

　 貸倒引当金戻入益 32

　特別損失 517

　 固定資産売却損 1

　 固定資産除却損 69

　 役員退職慰労金 86

　 役員退職慰労引当金繰入額 329

　 その他 30

　税金等調整前第１四半期純損失 △  15

　法人税、住民税及び事業税 414

　法人税等調整額 △ 314

　少数株主損失 △   37

　第１四半期純損失 △  78
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スターゼン㈱(8043) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) （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(百万円)

　営業活動によるキャッシュ・フロー
　 税金等調整前第１四半期純損失 △  15
　 減価償却費 353
　 賞与引当金の減少額 △ 138
　 退職給付引当金の減少額 △   46
　 役員退職慰労引当金の増加額 365
　 貸倒引当金の減少額 △  58
　 のれん償却額 46
　 受取利息及び受取配当金 △   91
　 持分法による投資利益 △  12
　 支払利息 210
　 固定資産売却除却損 70
　 固定資産売却益 △ 0
　 売上債権の増加額 △ 640
　 たな卸資産の増加額 △ 2,197
　 前渡金の増加額 △  38
　 仕入債務の増加額 1,208
　 その他 628
　 小計 △ 356
　 利息及び配当金の受取額 98
　 利息の支払額 △ 185
　 法人税等の支払額 △ 220
　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 664
　投資活動によるキャッシュ・フロー
　 定期預金の預入による支出 △  54
　 定期預金の払戻による収入 126
　 投資有価証券の取得による支出 △ 4
　 固定資産の取得による支出 △ 386
　 固定資産の売却による収入 2
　 短期貸付金の純増加額 △ 5
　 長期貸付金による支出 △ 150
　 長期貸付金の回収による収入 25
　 その他 △   43
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 490
　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 1,335
　 長期借入金による収入 209
　 長期借入金の返済による支出 △ 1,021
　 社債の償還による支出 △   90
　 自己株式の取得による支出 △ 1
　 自己株式の売却による収入 710
　 配当金の支払額 △ 505
　 その他 △ 4
　財務活動によるキャッシュ・フロー 632
　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1
　現金及び現金同等物の減少額 △ 524
　現金及び現金同等物の期首残高 4,735
　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 126
　現金及び現金同等物の第１四半期末残高 4,337
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