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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 1,645 ― 8 ― △22 ― △106 ―
20年3月期第1四半期 2,089 8.3 △41 ― △42 ― △38 ―

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 △3,186.30 ―
20年3月期第1四半期 △1,158.43 ―

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 3,540 708 2.7 2,848.73
20年3月期 3,412 315 4.3 4,387.07

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  95百万円 20年3月期  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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 3,774 ― 45 ― 8 ― 2 ― 59.74
通期 7,520 △11.7 99 ― 24 ― 13 ― 388.36

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「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(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「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧下さい。  

(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20年５月20日発表の通期連結業績予想は修正しておりません。 
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、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。 
３．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 33,474株 20年3月期 33,474株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 0株 20年3月期 0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 33,474株 20年3月期第1四半期 33,474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１四半期の国内経済は長期化するサブプライムローン問題や原燃料価格、穀物類等の継続的な高騰により消費

不振の傾向が強まってきました。また米景気の減速を受けての円高・ドル安傾向の影響などにより景気回復も足踏み

状態となって先行きの不透明感が濃くなってきております。

　当グループの所属する食品業界におきましても中国産食品の風評被害の影響が未だ強く残っており引き続き厳しい

状況が続いております。

　このような中、当社グループは前期に掲げた中期経営計画基本方針のもと、メーカーとしての「モノづくり」によ

る原点回帰、不採算商品のカット及び重点商品拡販による粗利益の確保、在庫削減による有利子負債の圧縮等を進め

ております。このため、当第１四半期連結会計期間におきましては営業利益額が8百万円と黒字転換しております。　

　事業部門別の動向は次の通りであります。

（冷凍冷蔵食品製造販売業）

　中国産食品風評被害の影響で市販用商品の売上は減少しましたが、業務用商品の売上が堅調に伸びたことで一部こ

れを補うことが出来ました。利益面では原価上昇分の販売価格への転嫁が浸透してきたため売上総利益率が改善され

てきております。この結果、売上高は14億07百万円と前年同期比で18.8％減少したものの、売上総利益率は2.2ポイン

ト向上（売上総利益額2億49百万円）しました。このため、営業利益は前年同期比で44百万円増加し、18百万円と黒字

転換することが出来ました。

（食品小売業サポート事業）

　同事業におきましても中国産食品風評被害の影響で１店舗当たりの売上が減少しております。また、前期に引き続

き出店審査を慎重に進めたため新規出店は行わず、当第１四半期連結会計期間に１店舗を閉鎖したため、同事業は直

営店舗１店舗を含め合計11店舗となりました。この結果、売上高は2億38百万円と前年同期比で33.3％減少しましたが、

営業損失は5百万円改善し、9百万円の損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期の総資産は、35億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1億28百万円増加いたしました。流動資

産は27億16百万円となり85百万円増加いたしました。これは前渡金と前払金の増加（合わせて79百万円増加）などが

あったことによります。固定資産は8億24百万円となり42百万円増加しました。これは建物及び構築物の増加（25百万

円増加）などがあったことによります。

　当第１四半期の負債合計は、28億31百万円となり、前連結会計年度に比べ、2億64百万円減少しました。流動負債は

25億51百万円となり2億21百万円減少しました。買掛金の減少（81百万円減少）、1年以内返済長期借入金及び短期借

入金の減少（合わせて81百万円減少）などがあったことによります。固定負債は2億79百万円となり42百万円減少しま

した。これは長期借入金及び社債が減少（合わせて25百万円減少）したことなどによります。

　当第１四半期の純資産合計は、7億08百万円となり、3億92百万円増加しました。利益剰余金の減少（1億06百万円減

少）などがありましたが、少数株主持分が増加（4億44百万円増加）したことなどによります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の連結売上高は平成20年５月20日の「平成20年３月期　決算短信」発表時の業績予想と変更はありま

せん。なお、業績予想は現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、実際の業績は業況の変化等により大き

く異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

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

 (簡便な会計処理)

   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動がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

　 ②　棚卸資産の評価方法

　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

　基礎とし合理的な方法で算定する方法によっております。

　 ③　経過勘定項目の算定方法
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　 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

　 ④ 固定資産の減価償却費の算定方法

　　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

　　よっております。

　 ⑤　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

　　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　

　 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　　　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　平成19年３月14日）

　　　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　平成19年３月

　　　14日）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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　棚卸資産

　　　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来は主として、総平均法による原価法によって

　　　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、主として総平均法による原価法（貸借

　　　対照表価額については、収益性の低下による簿価の切り下げの方法）により算定しております。

　　　これにより、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は、7,605千円減少

　　　しております。なおセグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。

　 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

　　　当第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行って

　　　おります。なおこれによる損益に与える影響はありません。　
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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 321,871 289,387

受取手形及び売掛金 886,293 944,159

商品 898,726 934,246

製品 153,866 88,456

原材料 286,825 299,831

貯蔵品 23,201 19,135

その他 148,130 58,073

貸倒引当金 △2,693 △2,819

流動資産 2,716,222 2,630,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 421,701 396,360

その他（純額） 214,183 208,182

有形固定資産合計 635,885 604,542

無形固定資産   

のれん 19,974 17,046

その他 81,030 76,077

無形固定資産合計 101,005 93,124

投資その他の資産   

その他 157,746 154,357

貸倒引当金 △70,145 △70,145

投資その他の資産合計 87,601 84,212

固定資産合計 824,492 781,880

資産合計 3,540,715 3,412,350

負債の部   

流動負債   

買掛金 523,103 604,649

短期借入金 1,648,027 1,685,761

1年内返済予定の長期借入金 113,645 157,128

未払法人税等 3,768 12,100

賞与引当金 25,423 21,048

その他 238,000 292,896

流動負債合計 2,551,968 2,773,582

固定負債   

社債 50,000 60,000

長期借入金 81,642 96,644

退職給付引当金 1,805 1,797

その他 146,464 164,409
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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) 

固定負債合計 279,911 322,850

負債合計 2,831,879 3,096,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,903 250,903

資本剰余金 164,691 164,691

利益剰余金 △343,763 △237,563

株主資本合計 71,831 178,031

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △1,935 △29,820

為替換算調整勘定 25,462 △1,358

評価・換算差額等合計 23,527 △31,178

少数株主持分 613,477 169,064

純資産合計 708,835 315,917

負債純資産合計 3,540,715 3,412,350
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（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 1,645,451

売上原価 1,377,531

売上総利益 267,920

販売費及び一般管理費 259,340

営業利益 8,580

営業外収益  

受取利息 946

受取配当金 48

負ののれん償却額 555

雑収入 3,750

営業外収益合計 5,300

営業外費用  

支払利息 13,016

為替差損 18,410

持分法による投資損失 2,513

雑損失 2,115

営業外費用合計 36,056

経常損失（△） △22,175

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,124

特別利益合計 1,124

特別損失  

関係会社株式売却損 93,907

特別損失合計 93,907

税金等調整前四半期純損失（△） △114,958

法人税、住民税及び事業税 2,032

法人税等合計 2,032

少数株主利益 △10,333

四半期純損失（△） △106,658
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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損失（△） △114,958

減価償却費 17,908

のれん償却額 △555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △126

受取利息及び受取配当金 △994

支払利息 13,016

関係会社株式売却損益（△は益） 93,907

持分法による投資損益（△は益） 2,513

売上債権の増減額（△は増加） 67,232

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,861

前渡金の増減額（△は増加） △77,180

仕入債務の増減額（△は減少） △102,015

その他 △32,904

小計 △119,295

利息及び配当金の受取額 994

利息の支払額 △13,074

法人税等の支払額 △10,955

営業活動によるキャッシュ・フロー △142,331

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 △1,950

関係会社株式の売却による収入 310,400

貸付けによる支出 △21,084

その他 25,690

投資活動によるキャッシュ・フロー 313,056

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） △45,083

長期借入金の返済による支出 △58,485

社債の償還による支出 △10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,817

現金及び現金同等物の期首残高 157,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 216,989
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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

　当社グループは、前連結会計年度までに継続的に営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期間におい

ても142,331千円の営業キャッシュ・フローの支出を計上し、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。

　四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、下記対応を進めております。骨子は下記

のとおりです。

 

Ⅰ．冷凍冷蔵食品事業の売上総利益の改善

　前連結会計年度における売上総利益率低下の主因は、利幅のとれる売値が設定しにくいことや仕入原価が上昇

していること、また原油高により配送費が上昇していることにあります。以上を解消すべく下記の施策を進めて

おります。

（１） 仕入価格上昇に伴う販売価格への転嫁と高付加価値商品の投入

　仕入価格上昇分の販売価格への転嫁が浸透してきており、売上総利益率は前年同期比で2.2ポイント改善するこ

とが出来ました。今後もこの方針を継続し更なる浸透を図って参ります。また不採算商品を排除して高付加価値

商品の投入も進めております。前年同期と比べましておよそ20％に相当する商品群を入れ替えることが出来まし

た。

（２）中国国内販売、中国から日本以外の国への輸出推進

　品質管理が徹底されている弊社商品は中国国内でも比較的高価格帯で販売できることから収益確保の新たなる

柱として中国で生産した商品を香港含む中国国内に販売することを進めてまいります。また中国から韓国、米国

への輸出を引き続き増加させていく方針です。

 

Ⅱ．販売費及び一般管理費の圧縮

　前連結会計年度に引き続き販売費及び一般管理費の圧縮を図って参ります。具体的には人件費、事務所費用、

通信費などきめ細かく見直しを行っております。

　また、平成20年4月1日付で組織変更を行い、商品管理グループを新設し、仕入・物流・在庫管理を一元的に管

理し効率化を図っております。また有利子負債の圧縮も継続して進めております。

　当社グループは、上記施策が計画通り進展しない場合には、当社グループの経営に重大な影響を与える可能性

がありますので上記計画を達成するよう役員・社員一丸となって努力しております。

　

なお、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、上記のような重要な疑義の影響を四半期連

続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）  

 
冷凍冷蔵食品
製造販売事業
（千円）

食品小売業
サポート事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,407,133 238,318　 1,645,451 － 1,645,451

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
13,595　 － 13,595 (13,595) －

 計 1,420,728 238,318 1,659,046  (13,595) 1,645,451

 
営業利益又は営業損失

（△）
18,089　 △9,509　 8,580 － 8,580
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（注）１.事業区分の方法及び各区分に属する主要商品の名称

　　　事業の種類、性質、業務形態等の類似性により下記事業区分に区分しております。

　　

　　冷凍冷蔵食品製造販売事業：冷凍食品、冷蔵食品、乾物その他、食品以外その他

　　食品小売業サポート事業　：Ｉｃｈiba！！フランチャイズ事業

　

　　  ２.会計処理の方法の変更

　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　「四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項等の変更」４.(2)に記載したとおり、当第1四半期

　　　連結会計期間より「棚卸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）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て、営業利益が、冷凍冷蔵

　　　食品製造販売事業で、7,605千円減少しております。　　　

　

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）  

 
日本

（千円）

中国

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,610,503 34,948 1,645,451 － 1,645,451

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
884,406 239,688 1,124,095 (1,124,095) －

 計 2,494,909 274,636 2,769,546 (1,124,095) 1,645,451

 営業利益又は営業損失（△） △5,211 11,362 6,151 2,429 8,580

（注）　国又は地理的近接度により区分しております。

 

ｃ．海外売上高

第1四半期連結累計期間については、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は

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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「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 2,089,768

Ⅱ　売上原価 1,796,997

売上総利益 292,711

Ⅲ　販売費及び一般管理費 334,261

営業利益 △41,490

Ⅳ　営業外収益 15,183

Ⅴ　営業外費用 15,717

経常利益 △42,024

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 △42,024

税金費用 348

　少数株主利益 3,595

四半期純利益 △38,777
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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

 

　  税金等調整前四半期（当
期）純利益（△は損失）

△41,992

減価償却費 19,324

為替差損益 △5,340

売上債権の増減額 87,231

棚卸資産の増減額　 △80,176

仕入債務の増減額 130,897

その他 29,665

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

139,609

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

△6,714

その他 △1,864

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△8,578

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の増減額（△：
減少）

△114,417

長期借入金の返済による支
出

△98,741

社債の償還による支出 △10,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△223,158

ミホウジャパン㈱　（2880）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

－ 11 －



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

879

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△91,248

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

377,166

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

285,918
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