
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ローマイヤ株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2893 URL http://www.lohmeyer.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 柳原 広伸
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 野口 一世 TEL 0287-65-3500

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 未定

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 3,696 ― △48 ― △47 ― △47 ―
20年3月期第2四半期 3,484 ― △119 ― △117 ― △112 ―

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 △1.53 ―
20年3月期第2四半期 △3.61 ―

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 2,598 1,295 49.9 41.52
20年3月期 2,537 1,318 51.8 42.11

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,295百万円 20年3月期  1,314百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
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 10,280 40.8 77 ― 81 ― 70 ― 2.24

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） 

(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）本資料に記載されている業績の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。 
 （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2四半期  31,337,000株 20年3月期  31,337,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  138,448株 20年3月期  129,243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  31,203,783株 20年3月期第2四半期  31,217,102株



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（６か月）におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混

乱が実体経済にも影響を及ぼし景気の減速感が強まるとともに、生活必需品を中心とした諸物価の上昇が個人消費の

落ち込みを招き、経営環境は厳しさを増しております。 

 このような状況のなか、当社グループは、生産面では栃木・埼玉両工場の生産設備の増強や整備を行ない売上の拡

大を図るとともに、工場内の環境を整備し一層の食品の安全と品質の確保を図っております。営業面ではギフト商品

をより充実させ顧客の獲得増に努めるとともに、デリカの新商品群を投入し、販売の拡大を図ってまいりました。 

なお、当社の連結子会社でありましたローマイヤ販売株式会社は平成20年８月に引受先を当社の親会社であるスター

ゼン株式会社とする第三者割当増資を行なったことから、当社の持分比率が低下し、当第２四半期連結会計期間の期

首より連結の範囲から除外しております。 

 その結果、当第２四半期連結会計期間（３か月）では、売上高は19億15百万円、営業利益９百万円、経常利益９百

万円、四半期純利益は７百万円となりました。また、当第２四半期連結累計期間（６か月）では、売上高は36億96百

万円（前年同期34億84百万円）、営業損失48百万円（前年同期損失１億19百万円）、経常損失47百万円（前年同期損

失１億17百万円）、四半期純損失47百万円（前年同期損失１億12百万円）であります。 

  

  当第２四半期連結累計期間(６か月）の事業の種類別の業績は次のとおりです。 

  ①加工食品事業 

 食肉加工品につきましては、売上高は34億76百万円（前年同期31億97百万円）で業務用ソーセージ、焼豚及

びローストビーフなどが大きく伸び、また、ギフト製品についても前年同期以上の売上となりました。しかし

ながら、惣菜等につきましては、売上高が直営店の退店などで２億18百万円（前年同期２億85百万円）に留ま

り、加工食品全体の売上高は36億94百万円（前年同期34億82百万円）と6.1％の伸びとなりました。 

  ②その他事業 

 不動産の賃貸料収入のみで、売上高は1,440千円（前年同期2,023千円）であります。 

  

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の総資産は25億98百万円で、前連結会計年度末と比較して60百万円増加いたしまし

た。売上の増加に伴うたな卸資産の増加で69百万円、また、親会社のスターゼン株式会社の資金管理システムを利用

して資金の効率運用を図る目的で短期貸付金が18百万円増加したことなどで、流動資産は１億７百万円増加いたしま

した。固定資産は連結除外となりました子会社の固定資産が減少となったこともあり、16億89百万円で前連結会計年

度末より47百万円減少いたしました。 

 流動負債は、買掛金が１億32百万円増加し、短期借入金は58百万円減少などで、前連結会計年度末より87百万円増

加し、12億44百万円であります。固定負債は４百万円減少し、負債合計では83百万円増加し、13億２百万円でありま

す。 

 純資産は、当第２四半期累計期間の四半期損失が47百万円となりましたが、連結除外に伴う利益剰余金が31百万円

増加したことなどにより23百万円減少し、12億95百万円となりました。 

  

  （キャッシュ・フローの状況）  

       当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は71百万円で、前連結 

    会計年度末と比較して27百万円増加いたしました。 

     各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      営業活動の結果、得られた資金は68百万円となりました。主なプラス要因は仕入債務の増加額1億47百 

     万円、未払債務の増加額47百万円等であり、主なマイナス要因はたな卸資産の増加額74百万円及び税金等

     調整前四半期純損失47百万円等であります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動の結果、使用した資金は21百万円であります。主な要因はスターゼン株式会社の資金管理シス

     テムを利用した短期貸付金の純増額18百万円等であります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      財務活動の結果、使用した資金は16百万円であります。主な要因は短期借入金の純減額15百万円等であ

     ります。  

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

    平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年８月８日付の「平成21年３月期 第１四半期決

  算短信」にて公表いたしました連結業績予想から変更ありません。 

  

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 

  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。 

 なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日）より、「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に基づいて作成しております。 

    ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品・原材料は個別法による原価法、製品・仕掛

品は先入先出法による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、商品・原

材料は個別法による原価法、製品・仕掛品は先入先出による原価法、貯蔵品は最終仕入原価法（いずれも、貸

借対照表評価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ、1,341千円増加しております。 

    ③リース取引に関する会計基準の適用  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。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、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につき

ましては、従来どおり、賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっております。  

  これによる影響額は軽微であります。  



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 71,770 44,172

売掛金 397,903 413,315

商品及び製品 162,374 119,940

仕掛品 15,391 14,663

原材料及び貯蔵品 224,086 197,641

関係会社短期貸付金 18,888 －

その他 18,021 11,218

流動資産合計 908,436 800,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 51,628 59,508

機械装置及び運搬具（純額） 11,656 9,376

土地 1,493,013 1,493,013

リース資産（純額） 5,892 －

その他（純額） 30,907 46,402

有形固定資産合計 1,593,099 1,608,301

無形固定資産   

のれん 60,000 80,000

その他 9,215 13,197

無形固定資産合計 69,215 93,197

投資その他の資産   

投資有価証券 18,804 21,681

破産更生債権等 1,608 1,608

その他 8,777 13,772

貸倒引当金 △1,608 △1,608

投資その他の資産合計 27,581 35,454

固定資産合計 1,689,896 1,736,953

資産合計 2,598,333 2,537,904



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 816,741 684,087

関係会社短期借入金 188,000 246,428

未払金 97,530 87,887

設備関係未払金 4,433 －

未払法人税等 9,152 14,859

リース債務 951 －

賞与引当金 77,644 68,425

その他 49,918 54,938

流動負債合計 1,244,371 1,156,626

固定負債   

退職給付引当金 29,915 38,878

役員退職慰労引当金 － 18,733

長期未払金 19,765 －

リース債務 4,984 －

繰延税金負債 3,289 4,512

その他 504 504

固定負債合計 58,458 62,628

負債合計 1,302,829 1,219,255

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,699,968 1,699,968

資本剰余金 909,840 909,840

利益剰余金 △1,303,485 △1,287,423

自己株式 △15,664 △14,758

株主資本合計 1,290,658 1,307,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,844 6,646

評価・換算差額等合計 4,844 6,646

少数株主持分 － 4,375

純資産合計 1,295,503 1,318,648

負債純資産合計 2,598,333 2,537,904



（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 3,696,085

売上原価 3,340,614

売上総利益 355,471

販売費及び一般管理費 404,379

営業損失（△） △48,908

営業外収益  

受取利息 366

受取配当金 127

その他 4,587

営業外収益合計 5,081

営業外費用  

支払利息 1,942

その他 1,760

営業外費用合計 3,702

経常損失（△） △47,529

税金等調整前四半期純損失（△） △47,529

法人税、住民税及び事業税 4,560

法人税等合計 4,560

少数株主損失（△） △4,375

四半期純損失（△） △47,714



（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損失（△） △47,529

減価償却費 10,758

のれん償却額 20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,962

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,733

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,059

受取利息及び受取配当金 △493

支払利息 1,942

売上債権の増減額（△は増加） △27,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,257

仕入債務の増減額（△は減少） 147,607

未払債務の増減額（△は減少） 47,647

長期未払金の増減額（△は減少） 19,765

未払消費税等の増減額（△は減少） 72

その他の資産の増減額（△は増加） △6,096

その他の負債の増減額（△は減少） 2,916

小計 79,808

利息及び配当金の受取額 493

利息の支払額 △1,942

法人税等の支払額 △10,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,153

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 △1,866

長期前払費用の取得による支出 △784

差入保証金の差入による支出 △81

投資有価証券の取得による支出 △148

短期貸付金の増減額（△は増加） △18,498

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,378

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） △15,737

リース債務の返済による支出 △331

自己株式の取得による支出 △906

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,798

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2,201

現金及び現金同等物の期首残高 44,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 71,770



 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、前連結会計年度に50百万円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも95百万円のマイナスとな

っており、当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりました。 

  当第２四半期連結累計期間におきましても、営業キャッシュ・フローは68百万円のプラスとなりましたが、48百万円の営 

業損失を計上し、引き続き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。 

  当社グループは、当該状況を解消し、営業損益の黒字化を図るために、当第２四半期連結累計期間におきましては、

生産面では栃木・埼玉両工場の生産設備の増強や整備を行い売上の拡大を図るとともに、工場内の環境の整備を強化

し一層の食品の安全と品質の確保を図っております。営業面ではギフト商品をより充実させ、顧客の獲得増に努めるととも

に、デリカの新商品群を投入し、販売の拡大を進めてまいりました。その結果、営業損益は前年同期と比較しますと業績

は大幅に改善しております。 

  第３四半期以降の当社グループは、歳暮ギフトや秋冬向けのデリカ惣菜等、売上及び利益を増大させる期間でありま

すので、よりお客様のニーズに沿った製品の充実を図り、販売先の拡大に努めてまいります。また、平成20年10月１日に、

親会社であるスターゼン株式会社のハムソーセージ・デリカ販売事業を承継いたしましたので、今後、加工食肉製品やデ

リカ商品の多様化を図ることを通して収益力を高め、生産部門と一体となって物流業務を集約しコストの削減を進めてまい

ります。資金面では、引き続きスターゼン株式会社の資金管理システムを利用し、資金調達及び運用の効率化を図って

おります。 

  

  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、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映しておりません。  



（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） 

 加工食品事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高及び営業損失の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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） 

 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 

 当社の連結子会社でありましたローマイヤ販売株式会社は平成20年８月に引受先を当社の親会社であるスター

ゼン株式会社とする第三者割当増資を行なったことから、当社の持分比率が低下し、当第２四半期会計期間の期

首より連結の範囲から除外しております。この結果、利益剰余金が31,652千円増加しております。  

 なお、利益剰余金の当第２四半期連結累計期間の変動内容（要約）は以下のとおりです。          

  

  

         利 益 剰 余 金 

平成20年３月31日残高(千円）             △1,287,423 

当第２四半期連結累計期間中の変動額            

  四半期純損失             △47,714  

  連結子会社の増資に伴う持分変動差額              65,322 

   連結除外に伴う利益剰余金減少高             △33,669 

連結会計年度中の変動額合計(千円）             △16,061 

平成20年９月30日残高(千円）            △1,303,485 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        3,484,280  100.0

Ⅱ 売上原価        3,056,669  87.7

売上総利益        427,611  12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        547,028  15.7

営業損失        119,416  △3.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  482            

２．受取配当金  124            

３．その他  5,098  5,705  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,674            

２．新株発行費償却  1,511            

３．その他  890  4,076  0.1

経常損失        117,787  △3.4

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益  1,969            

２．投資損失引当金戻入益  3,500            

３．受取保険金  1,443  6,912  0.2

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  5,972            

２．本社移転費用  3,450            

３．役員退職慰労引当金繰入額  15,227  24,649  0.7

税金等調整前中間純損失        135,524  △3.9

法人税、住民税及び事業税  5,343  5,343  0.1

少数株主損失        28,190  0.8

中間純損失        112,677  △3.2

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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（千円） 

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損失  △135,524

減価償却費  17,816

のれん償却費  20,000

繰延資産償却費  1,511

貸倒引当金の減少額  △361

投資損失引当金の減少額  △3,500

退職給付引当金の減少額  △9,272

役員退職慰労引当金の増加額  16,831

賞与引当金の増加額  19,536

固定資産除却損  5,972

受取利息及び受取配当金  △606

支払利息  1,674

売上債権の減少  43,616

たな卸資産の増加額  △46,090

仕入債務の増加額  10,288

未払債務の増加額  4,930

未払消費税の減少額  △39,457

破産更生債権等の増加額  △1,608

その他  △441

小計  △94,685

利息及び配当金の受取額  606

利息の支払額  △1,665

法人税等の支払額  △12,865

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △108,609

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 

 △9,318

無形固定資産の取得による支
出 

 △1,533

短期貸付金の純減額  81,295

その他  △365

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 70,079



  

  
  

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（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

     

短期借入金の純増額  40,628

自己株式の取得による支出  △1,542

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 39,086

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増加額  556

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  66,505

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
残高 

 67,061

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 加工食品部門の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業損失の合計額に占める

割合がいずれも90％を超えているため、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〕 

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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

  

〔海外売上高〕 

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） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 
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