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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 42,162 ― 623 ― 664 ― 339 ―

20年3月期第2四半期 41,122 3.4 649 △21.1 698 △19.4 348 △26.5

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2四半期 18.66 ―

20年3月期第2四半期 19.08 ―

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2四半期 34,212 17,545 51.3 964.23
20年3月期 33,836 17,423 51.5 957.23

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,545百万円 20年3月期  17,423百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 85,600 4.3 1,390 13.6 1,420 8.3 725 9.4 39.72

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、３ページ【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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりますので実際の業績等は、上記予想と異なる
場合があります。なお、上記業績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。 
・上記「配当の状況」における21年３月期（予想）の無配予想につきましては、平成20年10月10日に公表させていただきましたが、同日に公表いたしましたトオカツ・ホール
ディングス株式会社による当社株券に対する公開買付けが成立することを条件としております。  

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2四半期  18,284,304株 20年3月期  18,284,304株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  88,249株 20年3月期  82,376株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  18,200,001株 20年3月期第2四半期  18,268,522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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰が続くなか、米国

のサブプライムローン問題に端を発した金融不安、円高、株価低迷などを背景に景気の

減速感が増大し、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当食品業界におきましても、偽装表示等の不祥事が相次ぐなか、商品価格の値上げに伴

う消費の減速感が漂い、依然として厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなかで当社グループは、食の安心、安全に対する取り組みを、より一

層強化し信頼性の維持・向上を図るとともに、消費者ニーズに即応した商品開発に努め

ましたが、消費の低迷に加え、冷凍餃子事件等の影響が長引き、冷凍惣菜全般の売上低

迷が続くなど売上面では、厳しい状況が続きました。そのようななかで平成 20 年２月に

新設稼働した株式会社ポートシェフ（神戸市東灘区）は、期初より順調に推移し、ここ

数年来当社グループで注力している惣菜品群の拡大に寄与いたしました。 

一方、原価面におきましては、高騰するコスト吸収策として取り組んでいる、材料費率・

生産性を意識した商品開発効果や生産品目の工場間移動等、生産体制の整備効果等が

徐々に表れてきておりますが、まだ満足のいく状況ではなく、引き続ききめ細かなコス

ト管理に注力しております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 42,162 百万円(前年同期比

2.5％増)、営業利益 623 百万円(前年同期比 4.0％減)、経常利益 664 百万円(前年同期比

4.8％減)となり、四半期純利益は 339 百万円(前年同期比 2.5％減)となりました。 

 

｢連結経営成績に関する定性的情報｣における前年同四半期増減率につきましては、参

考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 376 百万

円増加し 34,212 百万円となりました。 

流動資産において、売掛金及び受取手形の減少 272 百万円が大きく影響して 152 百万

円減少しましたが、土地等の増加により固定資産が 529 百万円増加したことによるもので

あります。 

負債につきましては、借入金や役員退職慰労引当金等が減少したものの、未払金やリ

ース債務等の増加により 254 百万円の増加となりました。また、純資産は 17,545 百万円

と、前連結会計年度末に比べ 121 百万円増加し、自己資本比率は 51.3％となりました。 

 (キャッシュ・フローの状況) 

営業活動による資金の増加は 1,277 百万円となりました。これは、たな卸資産の増加

額 64 百万円、法人税等の支払額 243 百万円など資金の減少要因がありましたが、税金等

調整前四半期純利益 657 百万円、売上債権の減少額 272 百万円などにより資金が増加した

ことによるものであります。 

投資活動による資金の減少は 916 百万円となりました。これは、投資有価証券の売却

による収入 45 百万円など資金の増加要因もありましたが、有形固定資産の取得による支

出 1,030 百万円が主な要因であります。 

財務活動による資金の減少は 472 百万円となりました。これは、短期借入金の純増加

額が 57 百万円、長期借入れによる収入が 1,200 百万円ありましたが、長期借入金の返済

による支出 1,374 百万円、配当金の支払額 271 百万円などにより資金が減少したことによ

るものであります。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前

連結会計年度末に比べて 111 百万円減少し 5,204 百万円となりました。 
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３.連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における売上高は、消費低迷のなかで予想を若干下回ったも

のの、大手コンビニエンスストアの売上が堅調な動きを示しており、当社グループにお

きましても、昨年２月に新設稼働の株式会社ポートシェフ(神戸市東灘区)が期初より順

調な稼働を続け、惣菜売上の拡大に寄与するとともに、年末のおせちの受注も堅調に推

移しております。 

損益面におきましては、当第２四半期連結累計期間において、材料費率・生産性を意

識した商品開発効果や生産体制の整備効果等、高騰するコスト吸収策効果が徐々に表れて

きており、予想を若干上回る結果となりましたが、まだ原材料費等の値上がり傾向が続き、

今後とも予断を許さない状況を残しております。 

以上のことから、平成 21 年３月期通期連結業績予想につきましては、一部変動懸念が

あるものの、当初予想の変更はありません。 

なお、平成 20 年 10 月 10 日に公表いたしましたトオカツ・ホールディングス株式会社

による当社株券に対する公開買付けは、平成 20 年 11 月 26 日を買付期間最終日として進

行中でありますが、現在、成立の可否も含め不透明な状況であるため、上記連結業績予想

を判断する上では考慮しておりません。 

 

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 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業

会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針 14 号）を当連結会計年度から適用して

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、総平均に

よる原価法から総平均法による原価法（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。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

③「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するこ

とにしております。 

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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期
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末残高相当額を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっ

ております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に 382,190

千円計上されております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

減価償却資産の耐用年数等に関する平成 20 年度法人税法の改正に伴い、第１四半期

連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益

は 29,037 千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 29,196 千円増加し

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,204,387 5,315,812 

受取手形及び売掛金 7,673,727 7,946,264 

商品 51,635 64,278 

製品 527,643 509,749 

原材料 465,859 406,541 

その他 847,918 676,243 

貸倒引当金 △76,036 △70,884 

流動資産合計 14,695,134 14,848,006 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,094,605 6,093,135 

土地 7,350,770 7,075,008 

その他（純額） 3,340,689 2,986,185 

有形固定資産合計 16,786,064 16,154,329 

無形固定資産 72,227 74,743 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,065,546 1,039,119 

その他 1,595,626 1,721,431 

貸倒引当金 △1,769 △1,465 

投資その他の資産合計 2,659,403 2,759,084 

固定資産合計 19,517,695 18,988,158 

資産合計 34,212,829 33,836,164 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,581,177 4,584,533 

短期借入金 948,229 1,814,572 

未払金 3,613,262 3,512,767 

未払法人税等 307,736 267,603 

賞与引当金 366,530 339,470 

その他 1,883,525 1,593,378 

流動負債合計 11,700,462 12,112,324 

－５－

トオカツフーズ（株） （2909）　平成21年３月期 第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

社債 2,140,000 2,460,000 

長期借入金 2,175,666 1,425,662 

退職給付引当金 62,540 59,910 

役員退職慰労引当金 138,108 196,287 

その他 450,867 158,579 

固定負債合計 4,967,181 4,300,438 

負債合計 16,667,644 16,412,762 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,471,771 5,471,771 

資本剰余金 6,227,179 6,227,179 

利益剰余金 5,783,737 5,717,130 

自己株式 △45,971 △42,663 

株主資本合計 17,436,716 17,373,417 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 108,469 49,984 

評価・換算差額等合計 108,469 49,984 

純資産合計 17,545,185 17,423,402 

負債純資産合計 34,212,829 33,836,164 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 42,162,033

売上原価 33,941,909

売上総利益 8,220,123

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 4,082,255

その他 3,514,086

販売費及び一般管理費合計 7,596,341

営業利益 623,781

営業外収益  

受取利息 4,877

受取配当金 19,060

受取賃貸料 58,245

雑収入 60,758

営業外収益合計 142,941

営業外費用  

支払利息 53,948

賃貸費用 11,146

雑損失 36,774

営業外費用合計 101,869

経常利益 664,854

特別利益  

投資有価証券売却益 16,820

その他 1,709

特別利益合計 18,529

特別損失  

役員退職慰労金 18,933

その他 6,957

特別損失合計 25,890

税金等調整前四半期純利益 657,493

法人税、住民税及び事業税 283,517

法人税等調整額 34,341

法人税等合計 317,858

四半期純利益 339,635
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 657,493

減価償却費 770,352

のれん償却額 3,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,456

受取利息及び受取配当金 △23,938

支払利息及び社債利息 53,948

投資有価証券売却損益（△は益） △16,820

投資有価証券評価損益（△は益） 1,736

有形固定資産除却損 3,966

有形固定資産売却損益（△は益） 1,254

売上債権の増減額（△は増加） 272,537

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,568

仕入債務の増減額（△は減少） △3,355

未払金の増減額（△は減少） 110,788

長期未払金の増減額（△は減少） △2,980

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58,179

その他の流動資産の増減額（△は増加） △133,296

その他の流動負債の増減額（△は減少） △39,012

小計 1,541,413

利息及び配当金の受取額 28,938

利息の支払額 △50,255

法人税等の支払額 △243,030

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,277,065

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 △1,030,048

有形固定資産の売却による収入 13,577

投資有価証券の取得による支出 △3,163

投資有価証券の売却による収入 45,620

投資その他の資産の増減額（△は増加） 57,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △916,261

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） 57,837

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,374,176

社債の償還による支出 △20,000

リース債務の返済による支出 △60,626

自己株式の取得による支出 △3,307

配当金の支払額 △271,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △472,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111,425

現金及び現金同等物の期首残高 5,315,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,204,387
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           トオカツフーズ（株）（2909） 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前中間連結損益計算書              （単位：千円） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 19 年９月 30 日）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 41,122,213

Ⅱ 売上原価 33,061,688

売上総利益 8,060,525

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,410,875

営業利益 649,649

Ⅳ 営業外収益 129,382

受取利息 6,613

受取配当金 12,750

賃貸収入 58,700

雑収入 51,318

Ⅴ 営業外費用 80,415

支払利息 51,800

賃貸費用 11,527

雑損失 17,088

経常利益 698,616

Ⅵ 特別利益 28,864

投資有価証券売却益 22,738

工場進出助成金 6,126

Ⅶ 特別損失 34,390

固定資産売却損 14,983

固定資産除却損 9,375

長期差入保証金償却損 10,032

税 金 等 調 整 前 

中 間 純 利 益 
693,090

法人税、住民税及び事業税 375,726

法 人 税 等 調 整 額 △31,128

中 間 純 利 益 348,492
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書           （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 693,090 

減価償却費 722,495 

のれん償却額 42,063 

退職給付引当金の増加額 4,023 

貸倒引当金の増加額 20,576 

受取利息及び受取配当金 Δ19,364 

支払利息 51,800 

投資有価証券売却益 Δ22,738 

有形固定資産除却損 9,375 

有形固定資産売却損 14,983 

売上債権の増加額 Δ1,335,481 

たな卸資産の増加額 Δ198,370 

仕入債務の増加額 875,327 

未払金の増加額 413,594 

長期未払金の減少額 Δ4,080 

役員退職慰労引当金の増加額 3,502 

その他流動資産の増加額 Δ96,479 

その他流動負債の増加額 114,099 

小  計 1,288,415 

利息及び配当金の受取額 24,364 

利息の支払額 Δ66,316 

法人税等の支払額 Δ453,394 

営業活動によるキャッシュ・フロー 793,068 

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 Δ612,800 

有形固定資産の売却による収入 4,242 

投資有価証券の取得による支出 Δ51,400 

投資有価証券の売却による収入 89,052 

長期差入保証金等の減少額 45,386 

投資活動によるキャッシュ・フロー Δ525,518 

Ⅲ 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 50,000 

長期借入による収入 135,000 

長期借入金の返済による支出 Δ432,946 

社債の償還による支出 Δ2,190,000 

自己株式の取得による支出 Δ13,121 

配当金の支払額 Δ218,674 

財務活動によるキャッシュ・フロー Δ2,669,741 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 Δ2,402,192 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,157,798 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,755,606 
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