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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 2,079 6.6 △9 ― 0 ― △14 ―

20年3月期第2四半期 1,951 2.4 2 ― 6 ― △9 ―

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 △3.49 ―

20年3月期第2四半期 △2.33 ―

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 3,716 1,263 33.8 300.84
20年3月期 3,809 1,275 33.3 303.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,256百万円 20年3月期  1,268百万円

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） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 4,500 7.1 61 17.2 65 11.5 36 11.8 8.62

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、３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、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 
１．上記の業績予想は、現時点で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、様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関す
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。 
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」（企業会計原則第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2四半期  4,179,000株 20年3月期  4,179,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,189株 20年3月期  3,189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  4,175,811株 20年3月期第2四半期  4,175,811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におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安や米国の景

気後退、原油をはじめとする資源・食糧価格の高騰により、景気の減速傾向が一段と鮮明になる中で推移いたしま

した。

　食品業界におきましては、世界的な食糧価格の高騰を背景に原材料コストが上昇する中、引き続き激しい競争が

続いておりますが、一方で、中国製輸入食品をめぐる問題や国内での食の信頼を脅かす不祥事等を背景に、消費者

の食の安心・安全、健康に対する関心は大きく高まっています。

　そのような中、先駆的に食の安心・安全の確立に取り組んできた当社グループに対して、大きな期待をいただい

ております。また、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社は、品質や安全に対する厳格な

取り組みや日本の農業を守り育てる姿勢が消費者の支持を集めており、当社グループの製品に対する需要は増加い

たしました。

　一方、飼料を中心とする原材料価格の高騰につきましては、製品の値上げを進めてまいりましたが、７月からさ

らに飼料価格が上昇したこともあり、吸収しきれない部分が残り減益要因となりました。また、販売費及び一般管

理費につきましては、内部統制監査対応に伴う経費の増加や役員退職慰労引当金の積み増し等により増加いたしま

した。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20億79百万円(前年同期比6.6％増）、経常損失は0.9百万円

（前年同期は6百万円の利益）、四半期純損失は14百万円（前年同期は9百万円の純損失）となりました。なお、当

社の売上は鶏肉等の需要が秋から冬にかけて多くなるため、利益の大半が下半期に発生する傾向にあります。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（製造卸売事業）

　主力の鶏肉及び冷凍食品は、食の安心・安全への関心の高まりを背景にして、販売は好調に推移いたしました。

一方、飼料を中心とする原材料価格の高騰につきましては、飼料安定基金からの補てん金収入の他、製品の値上げ

を進めてまいりましたが、７月からさらに飼料価格が上昇したことが響き、減益要因となりました。

　この結果、製造卸売事業の売上は17億51百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益は1億18百万円（前年同期比

0.8％減）となりました。

（宅配事業）

　当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、食の安心・

安全に対する関心の高まりを背景に、引き続き客単価が前年を上回り、売上高は増加いたしました。

　この結果、宅配事業の売上高は3億27百万円（前年同期比4.6％増）、営業損失は13百万円（前年同期は20百万円

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

　①資産、負債及び純資産の状況

　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93百万円減少し、37億16百万円とな　

りました。これは主に現金及び預金が1億76百万円、売掛金が15百万円減少したことによるものです。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ81百万円減少し、24億52百万円となりました。これは主に短期

借入金が1億80百万円、未払法人税等が12百万円減少したことによるものです。

　　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、12億63百万円となりました。これは主に四

　半期純損失（14百万円）によるものです。

　②キャッシュ・フローの状況　

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の純減額、

たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度に比べ1億76百万円減少し、6億6

百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は11百万円になりました。

　これは主として、税金等調整前四半期純損失（1百万円）に対して、減価償却費（67百万円）、売上債権の減少

（15百万円）等があったものの、たな卸資産の増加（88百万円）、未収入金の増加（12百万円）等によるものであ

ります。なお、たな卸資産の増加につきましては、前連結会計年度末の鶏肉の在庫は過少な状況にありましたが、

秋から冬にかけての需要期に向け、在庫を積み増したことによるものであります。
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（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82百万円になりました。

　これは主として、有形固定資産の取得による支出（83百万円）及び投資有価証券の取得による支出（15百万円）

等から、貸付金の回収による収入（24百万円）等を控除した結果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）

  財務活動の結果使用した資金は83百万円になりました。

　これは主として、短期借入金の純減額（1億80百万円）及び長期借入金の返済による支出（47百万円）等から、長

期借入による収入（1億50百万円）等を控除した結果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

　　平成20年5月23日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

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

①棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性が低下していること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。

②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、連結会計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。

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法　

　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等を重要なものに限定する方法によっておりま

す。

　また、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ため、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。

（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」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を第１四半期連結会計期間

から適用し、製品・仕掛品は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基づく

簿価切下げの方法）、商品・原材料は主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

③連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産（動物を除く）については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。この変更に伴う影響額は軽微であります。　

④当社の機械装置については、従来、耐用年数を主に９～13年としておりましたが、法人税法の改正を契機とし

て資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より主に７～10年に変更しております。この変更

に伴う影響額は軽微であります。
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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 596,106 773,099

受取手形及び売掛金 464,060 479,411

有価証券 10,384 10,363

商品 18,110 13,699

製品 53,918 29,711

原材料 46,117 39,070

仕掛品 225,021 172,321

その他 308,870 302,528

貸倒引当金 △909 △1,032

流動資産合計 1,721,680 1,819,173

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 660,027 683,476

土地 669,210 669,210

その他 264,225 235,656

有形固定資産合計 1,593,463 1,588,343

無形固定資産   

のれん 77,522 84,453

その他 17,520 12,281

無形固定資産合計 95,043 96,734

投資その他の資産 305,832 304,831

固定資産合計 1,994,339 1,989,909

資産合計 3,716,019 3,809,082

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 409,905 400,161

短期借入金 1,300,000 1,480,000

未払法人税等 6,804 19,598

賞与引当金 29,130 25,720

その他 310,220 291,924

流動負債合計 2,056,061 2,217,403

固定負債   

長期借入金 189,990 128,030

退職給付引当金 131,755 123,153

役員退職慰労引当金 38,935 29,756

その他 35,525 35,322

固定負債合計 396,206 316,262

負債合計 2,452,267 2,533,666



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 681,030

利益剰余金 △20,077 △131,969

自己株式 △2,525 △2,525

株主資本合計 1,246,088 1,260,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,190 7,734

評価・換算差額等合計 10,190 7,734

少数株主持分 7,472 6,996

純資産合計 1,263,752 1,275,415

負債純資産合計 3,716,019 3,809,082



（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 2,079,042

売上原価 1,621,690

売上総利益 457,352

販売費及び一般管理費 466,394

営業損失（△） △9,042

営業外収益  

受取利息 2,924

受取配当金 380

補填金収入 16,131

その他 3,848

営業外収益合計 23,284

営業外費用  

支払利息 14,929

その他 232

営業外費用合計 15,161

経常損失（△） △919

特別利益  

固定資産売却益 1,044

その他 224

特別利益合計 1,269

特別損失  

固定資産売却損 364

固定資産除却損 1,467

特別損失合計 1,831

税金等調整前四半期純損失（△） △1,481

法人税、住民税及び事業税 4,706

法人税等調整額 7,931

法人税等合計 12,638

少数株主利益 476

四半期純損失（△） △14,596



（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（△） △1,481

減価償却費 67,694

のれん償却額 6,930

貸倒引当金の増減額（△は減少） △122

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,602

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,178

受取利息及び受取配当金 △3,305

支払利息 14,929

有形固定資産売却損益（△は益） △680

有形固定資産除却損 1,467

売上債権の増減額（△は増加） 15,351

たな卸資産の増減額（△は増加） △88,428

未収入金の増減額（△は増加） △12,828

仕入債務の増減額（△は減少） 9,744

その他 △14,188

小計 16,272

利息及び配当金の受取額 3,298

利息の支払額 △14,850

法人税等の支払額 △16,587

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,866

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 △83,820

有形固定資産の売却による収入 2,942

投資有価証券の取得による支出 △15,000

貸付けによる支出 △3,900

貸付金の回収による収入 24,217

ソフトウエアの取得による支出 △6,968

その他 464

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,063

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） △180,000

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △47,640

その他 △5,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,971

現金及び現金同等物の期首残高 783,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 606,491



　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）

 
製造卸売事業
（千円）

宅配事業
（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 1,751,963 327,078 2,079,042 － 2,079,042

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
58,969 1,704 60,674 (60,674) －

計 1,810,933 328,783 2,139,717 (60,674) 2,079,042

営業利益又は営業損失（△） 118,180 △13,601 104,578 (113,621) △9,042

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、業務の専門性及び業態を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商・製品

事業区分 主要な商・製品

製造卸売事業 健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

宅配事業
健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

有機農産物　一般健康食品等

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴う影響額

は軽微であります。

〔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

　該当事項はありません。

－ 1 －



「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  1,951,132 100.0

Ⅱ　売上原価  1,515,414 77.7

売上総利益  435,717 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  433,514 22.2

営業利益  2,202 0.1

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 3,169   

２．補填金収入 12,631   

３．その他 3,070 18,871 1.0

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 13,876   

２．その他 815 14,691 0.8

経常利益  6,382 0.3

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 123   

２．貸倒引当金戻入益 90 214 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 42   

２．固定資産除却損 2,572 2,615 0.1

税金等調整前中間純利益  3,982 0.2

法人税、住民税及び事業税 10,134   

法人税等調整額 3,148 13,283 0.7

少数株主利益  430 0.0

中間純損失  9,732 0.5

－ 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利益 3,982

減価償却費 71,645

のれん償却費 7,063

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

△64

賞与引当金の増減額（減
少：△）

12,298

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△1,226

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△）

△713

受取利息及び受取配当金 △3,335

支払利息 13,876

固定資産売却益 △123

固定資産売却損　 42

固定資産除却損 2,572

売上債権の増減額（増加：
△）

△22,693

たな卸資産の増減額（増
加：△）

18,850

未収入金の増減額（増加：
△）

△349

仕入債務の増減額（減少：
△）

15,583

その他 △9,540

小計 107,867

利息及び配当金の受取額 3,339

利息の支払額 △13,833

法人税等の支払額 △11,246

営業活動によるキャッシュ・
フロー

86,128

－ 3 －



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）

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

△87,121

有形固定資産の売却による
収入

1,448

貸付による支出 △6,510

貸付金の回収による収入 17,041

ソフトウエアの取得による
支出

△3,407

その他 △2,266

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△80,815

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：△）

30,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支
出

△56,350

社債の償還による支出 △100,000

その他 △4,589

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△30,939

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△25,626

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

669,176

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

643,549

－ 4 －



（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）

 
製造卸売事業
（千円）

宅配事業
（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 1,638,369 312,762 1,951,132 － 1,951,132

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
57,388 1,437 58,825 (58,825) －

計 1,695,757 314,200 2,009,958  (58,825) 1,951,132

営業費用 1,576,529 334,680 1,911,210 37,718 1,948,929

営業利益又は営業損失（△） 119,228 △20,480 98,747  (96,544) 2,202

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、業務の専門性及び業態を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商・製品

事業区分 主要な商・製品

製造卸売事業 健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

宅配事業
健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

有機農産物　一般健康食品等

〔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）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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20年９月30日）

　当中間連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

－ 5 －
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