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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 139,579 ― 2,931 ― 3,309 ― 1,962 ―

20年3月期第2四半期 139,800 △0.9 1,697 △27.6 1,922 △22.4 1,196 △1.1

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 8.76 8.26
20年3月期第2四半期 5.34 4.87

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 104,933 25,791 20.4 95.58
20年3月期 102,541 25,835 21.0 88.07

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  21,414百万円 20年3月期  21,491百万円

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） ――― ――― ― 2.00 2.00

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  有  
 

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 282,000 0.4 5,000 34.2 5,100 27.8 3,100 36.0 13.84

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。]  

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 有

1



(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１６日に公表いたしました連結業績予想を平成２０年１０月２７日に修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想数値は、現在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、予想数値に関する事項は、 
４ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
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。  

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 224,392,998株 20年3月期 224,392,998株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 354,697株 20年3月期 329,334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 224,053,113株 20年3月期第2四半期 224,091,821株
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当第２四半期連結累計期間における当業界は、世界的な食肉需要の増加と家畜・家きん類の疾病による
影響等から原材料価格が高値で推移したほか、原油価格の高止まりにより、燃料・資材等の価格も上昇傾
向に歯止めが掛からず、事業環境はきわめて厳しいものとなりました。 
  このような状況のなか、当社グループは「健康で豊かな食生活を創造するために安全・安心な商品を提
供し、社会と食文化に貢献していく」という基本的な考えのもと、重点商品の拡販、仕入商品の見直し、
生産コストの削減等の諸施策に取り組み、収益の確保に努めてまいりました。 
  その結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高１，３９５億７９百万円、営業利益２９億
３１百万円、経常利益３３億９百万円、第２四半期純利益（累計期間）１９億６２百万円となりました。
 
＜食肉部門＞ 
  家畜・家きん類疾病の影響等から仕入原材料が高値で推移する等、食肉の市場環境は引き続き厳しいも
のとなりました。このような状況のなか、当社グループは、高付加価値のオリジナルブランド商品の充実
を図り、拡販に努めてまいりました。また、食肉相場と連動した価格改定に取り組み事業収益の確保に努
めた結果、当部門の売上高は、６４６億４６百万円（前年同期比２．４％増）となりました。 
 
＜ハム・ソーセージ部門＞ 
  主原料である豚肉の調達価格が高騰したほか、５月以降、原油価格が高値を更新し続けたことにより、
包装資材・運送費が上昇しました。加えて、中食・外食向け商品群の競合各社間の競争が一段と激化する
など厳しい環境となりましたが、当社グループは、「香薫シリーズ」などの主力ブランド商品の拡販を進
め、売上拡大に努めた結果、当部門の売上高は、２８６億２３百万円（前年同期比０．６％増）となりま
した。 
 
＜加工食品ほか部門＞ 
 加工食品ほか部門におきましても、原材料価格の高騰と原油高による包装資材・配送コストの上昇に加
えて、中国産商品の安全性の問題から中国産商品の消費者離れが顕著となったことにより、非常に厳しい
市場環境が続きました。このような状況のなか、当社グループは、お客様のニーズに応えた商品を開発、
販売するなど、収益の確保に努めてまいりましたが、当部門の売上高は、４６３億０９百万円（前年同期
比３．９％減）となりました。 
  

当第２四半期末における総資産は、有形固定資産の償却などにより固定資産が減少しましたが、歳暮商
戦へ向けた原材料調達による棚卸資産の増加および売上債権の増加により、前連結会計年度末から２３億
９１百万円増加し、１，０４９億３３百万円となりました。 
 負債については、原材料調達および食肉等の価格高騰の影響で買掛金が増加するなど、前連結会計年度
末から２４億３６百万円増加し、７９１億４２百万円となりました。 
 純資産については、当第２四半期連結累計期間の純利益１９億６２百万円を計上しましたが、種類株式
の残高全てを取得・消却したことにより、前連結会計年度末から４４百万円減少し、２５７億９１百万円
となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
  当第２四半期連結累計期間の現金および現金同等物は前連結会計年度に比べ５８百万円減少し、８１億
９百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因
は次のとおりです。 
【営業活動によるキャッシュ・フロー】 
  営業活動の結果増加した資金は４６億５８万円（前中間連結会計期間は５０億５９百万円の増加）とな
りました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上３１億３２百万円、ならびに減価償却費の計上１９
億９０百万円などによるものです。 
【投資活動によるキャッシュ・フロー】 
  投資活動の結果減少した資金は１９億０４百万円（前中間連結会計期間は１８億２７百万円の減少）と
なりました。これは、有形固定資産の取得による支出１６億５６百万円ほかによるものです。 
【財務活動によるキャッシュ・フロー】 
  財務活動の結果減少した資金は２９億３０万円（前中間連結会計期間は２６億８百万円の減少）となり
ました。これは、長期借入金の約定弁済３３億６０百万円に対し、新規借入を２３億９１百万円実行した
こと等で借入金が８億４７百万円減少し、また種類株式の取得および配当金で１７億８２百万円を支出し
たことなどによるものです。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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第３四半期以降につきましては、世界的な金融危機に伴う経済の減速から消費減退が生じると共に、そ
れに呼応して当業界におきましても、更なる競争の激化が進むと予想されます。また、より一層の安全・
安心な商品提供が求められる中、原材料等の高値と併せ、高品質維持に向けた様々なコストアップも確実
視され、より一段の環境悪化が予測されます。 
  通期連結業績予想については、現在入手可能な情報に基づき業績予想値を算定しており、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。 
  
  
  

該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 
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
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

④税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、 
税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

①当連結会計年度より「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改
正する内閣府令」平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改
正後の四半期連結財務諸表規則を適用しています。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
当連結会計年度より「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。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益および税金 
等調整前四半期純利益が57百万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 
当連結会計年度より「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」
（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）を適用し、連結決算上必要な修正を
行っております。 
  これによる、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま
す。 
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）を当連結会計年度
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。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利
益に与える影響は軽微であります。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(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

4



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 8,130 8,188 

受取手形及び売掛金 26,775 25,405 

商品及び製品 10,889 9,202 

仕掛品 597 575 

原材料及び貯蔵品 1,223 1,125 

その他 4,006 3,117 

貸倒引当金 △41 △34 

流動資産合計 51,579 47,581 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 19,176 18,936 

土地 19,221 19,288 

その他（純額） 7,043 8,472 

有形固定資産合計 45,441 46,696 

無形固定資産 1,104 1,294 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,886 4,922 

その他 2,072 2,196 

貸倒引当金 △150 △148 

投資その他の資産合計 6,808 6,969 

固定資産合計 53,354 54,960 

資産合計 104,933 102,541 
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（単位：百万円） 

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） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 30,272 27,982 

短期借入金 8,373 8,251 

未払法人税等 1,002 728 

賞与引当金 1,091 1,015 

役員賞与引当金 － 24 

その他 13,839 13,191 

流動負債合計 54,580 51,193 

固定負債 

社債 312 375 

長期借入金 13,134 14,070 

退職給付引当金 5,789 5,664 

役員退職慰労引当金 89 114 

その他 5,235 5,287 

固定負債合計 24,562 25,512 

負債合計 79,142 76,705 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,363 3,363 

資本剰余金 3,964 3,964 

利益剰余金 12,130 11,949 

自己株式 △40 △37 

株主資本合計 19,417 19,240 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,065 1,122 

繰延ヘッジ損益 △5 △8 

土地再評価差額金 874 874 

為替換算調整勘定 62 262 

評価・換算差額等合計 1,996 2,251 

少数株主持分 4,376 4,344 

純資産合計 25,791 25,835 

負債純資産合計 104,933 102,541 
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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：百万円） 

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 139,579 

売上原価 116,487 

売上総利益 23,092 

販売費及び一般管理費 20,161 

営業利益 2,931 

営業外収益 

受取利息及び配当金 89 

持分法による投資利益 73 

その他 588 

営業外収益合計 751 

営業外費用 

支払利息 290 

その他 82 

営業外費用合計 372 

経常利益 3,309 

特別利益 

投資有価証券売却益 20 

その他 8 

特別利益合計 29 

特別損失 

固定資産除却損 55 

減損損失 91 

その他 59 

特別損失合計 206 

税金等調整前四半期純利益 3,132 

法人税等 966 

少数株主利益 202 

四半期純利益 1,962 
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  (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

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 3,132 

減価償却費 1,990 

減損損失 91 

投資有価証券評価損益（△は益） 24 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 

賞与引当金の増減額（△は減少） 52 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24 

受取利息及び受取配当金 △89 

支払利息 290 

投資有価証券売却損益（△は益） △20 

持分法による投資損益（△は益） △73 

有形固定資産売却損益（△は益） 3 

固定資産除却損 55 

売上債権の増減額（△は増加） △1,369 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △338 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,806 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,290 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,213 

未払消費税等の増減額（△は減少） 87 

小計 5,615 

利息及び配当金の受取額 100 

利息の支払額 △304 

法人税等の支払額 △752 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,658 

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 △1,656 

有形固定資産の売却による収入 21 

無形固定資産の取得による支出 △83 

投資有価証券の取得による支出 △6 

投資有価証券の売却による収入 20 

貸付けによる支出 △271 

貸付金の回収による収入 42 

敷金の差入による支出 △18 

敷金の回収による収入 49 

定期預金の増減額（△は増加） 0 

長期前払費用の取得による支出 △28 

その他 29 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,904 
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（単位：百万円） 

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） 

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） 121 

リース債務の返済による支出 △13 

長期借入れによる収入 2,391 

長期借入金の返済による支出 △3,360 

社債の償還による支出 △62 

割賦債務の返済による支出 △168 

配当金の支払額 △57 

少数株主への配当金の支払額 △54 

自己株式の取得による支出 △2 

その他 △1,724 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,930 

現金及び現金同等物に係る換算差額 103 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58 

現金及び現金同等物の期首残高 8,167 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,109 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
当社企業グループの取り扱う製品等を種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分
した結果、同一事業種類の売上高、営業損益および資産の金額がいずれも全セグメントの90％を越え
ているため、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】 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社の売上高の合計および資産の金額の合計が全セグメ
ントの10％未満のため、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】 

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。 

  

平成20年９月８日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式として取得し
た残存する全ての種類株式（Ａ号種類株式 2,172,000株、Ｂ号種類株式 3,264,000株、Ｃ号種類株式
3,072,000株）を消却することを決議し、同日消却致しました。 
 これにより、利益剰余金が1,724百万円減少致しましたが、当第２四半期連結累計期間に四半期純利
益を1,962百万円計上したことにより、当第２四半期連結会計期間末の利益剰余金は12,130百万円とな
っております（前連結会計年度末の利益剰余金 11,949百万円）。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

  

 
  

「参考資料」

（要約）中間連結損益計算書

科目

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)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 139,800

Ⅱ 売上原価 117,994

   売上総利益 21,806

Ⅲ 販売費及び一般管理費 20,108

   営業利益 1,697

Ⅳ 営業外収益 541

   受取利息 14

   受取配当金 44

   持分法による投資利益 56

   その他 425

Ⅴ 営業外費用 316

   支払利息 265

   その他 51

   経常利益 1,922

Ⅵ 特別利益 244

   固定資産売却益 141

   その他 102

Ⅶ 特別損失 82

   固定資産除却損 36

   固定資産売却損 0

   投資有価証券売却損 16

   その他 30

   税金等調整前中間純利益 2,083

   法人税、住民税及び事業税 651

   少数株主利益 236

   中間純利益 1,196
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（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

科目

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)

金額(百万円)

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 2,083

減価償却費 1,800

投資有価証券評価損 16

貸倒引当金の増減額（減少：△） △10

賞与引当金の増減額（減少：△） 47

退職給付引当金の増減額（減少：△） △72

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 13

受取利息及び受取配当金 △59

支払利息 265

持分法による投資損益（益：△） △56

有形固定資産売却損益（益：△） △141

固定資産除却損 36

売上債権の増減額（増加：△） △1,379

その他流動資産の増減額（増加：△） △160

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,124

仕入債務の増減額（減少：△） 3,691

その他流動負債の増減額（減少：△） 992

未払消費税等の増減額（減少：△） △61

その他 2

 小計 5,883

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △269

法人税等の支払額 △625

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,059
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科目

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)

金額(百万円)

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 △2,142

有形固定資産の売却による収入 347

無形固定資産の取得による支出 △104

投資有価証券の取得による支出 △35

連結範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 62

貸付による支出 △34

貸付金の回収による収入 71

その他 9

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,827

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額（減少：△） 465

長期借入れによる収入 2,193

長期借入金の返済による支出 △4,350

割賦未払金の増加額 8

割賦未払金の返済による支出 △144

種類株式優先配当金による支出 △69

種類株式の取得による支出 △652

少数株主への配当金の支払額 △54

自己株式の取得による支出 △3

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,608

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 246

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 869

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 11,481

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 12,351
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