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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7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6月期第1四半期 3,445 ― 180 ― 212 ― 131 ―

20年6月期第1四半期 3,347 6.7 132 161.9 137 163.7 77 194.0

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6月期第1四半期 23.48 ―

20年6月期第1四半期 13.72 ―

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6月期第1四半期 8,484 4,967 58.5 884.42
20年6月期 8,336 4,921 59.0 876.29

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  4,967百万円 20年6月期  4,921百万円

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6月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 8,173 12.5 562 69.9 555 50.8 299 53.0 53.40
通期 15,734 12.7 527 △9.6 447 △22.0 241 △14.9 43.03

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資料発表日現在における仮定を前提と
しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と大きく異なる結果と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6月期第1四半期  5,617,500株 20年6月期  5,617,500株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,365株 20年6月期  1,365株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  5,616,135株 20年6月期第1四半期  5,616,135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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油等の資源・エネルギー価格が続騰する中で、米国に端を

発した金融・資本市場の混乱が世界的な広がりを見せ、米国景気の減速のみならず、わが国の景気後退が懸念され

る中で推移いたしました。

　鶏肉業界におきましては、安心・安全を求める消費者志向による国産鶏肉の引き合いが強く、当期初の鶏肉相場

は前年同期比３割程度の高値で推移いたしました。しかしながら、ブラジル産をはじめとする輸入鶏肉製品が増加

傾向にあり第１四半期連結会計期間末に向けての鶏肉相場は下落基調となりました。飼料原料の殆どを占めるとう

もろこし相場の急激な上昇は一服致しましたが、飼料価格は依然高値で推移しており、厳しい経営環境が続きまし

た。

　このような状況下におきまして、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の業績は、鶏肉販売数

量が堅調であったことに加え、鶏肉相場が好調に推移したことにより、売上高は34億45百万円でありました。一方、

飼料価格及び燃料費等の上昇により、原価率が高い水準で推移いたしましたので、営業利益は1億80百万円となりま

した。なお、持分法適用会社の投資利益により、経常利益は2億12百万円となり、四半期純利益は1億31百万円とな

りました。

　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。

①鶏肉

　鶏肉セグメントは、当社グループの中核として、ブロイラーの生産及び鶏肉製品の製造を基盤としております。

前連結会計期間から進めております最新鋭のブロイラー農場の建設が順調に進捗し、第２四半期連結会計期間で

の稼働開始を目前にしております。鶏肉セグメントにおける業績は、上述の要因等により売上高は27億82百万円、

営業利益は２億80百万円となりました。

②加工食品

　加工食品セグメントは、自社工場で生産する新鮮な鶏肉等を原料として、付加価値をつけた加工食品を製造し

ております。鶏肉相場の高騰による販売単価の上昇は、自社原料の購入単価へも影響することから、加工食品セ

グメントにおける業績は、前連結会計期間で減少した販売数量の回復が滞っていることも一因となり、売上高は

２億82百万円、営業損失は47百万円となりました。

③外食

　外食セグメントは、日本ケンタッキー・フライド・チキンのＦＣ店舗及びピザハットのＦＣ店舗を運営してお

ります。新規出店後間もない店舗について商圏内へのポスティングによる認知度向上と顧客拡大に努めており、

店舗売上向上へ相応の成果が出ております。一方で、店舗イメージを刷新すべくレイアウトが旧形式である店舗

のリニューアルを進めておりますため修繕費用等コストが増加し、外食セグメントにおける売上高は５億４百万

円、営業利益は10百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間における新規出店はありませんでした。

④その他

　その他セグメントは、主にゼオライト製品及びシラスバルーン製品を製造販売しております。従来より新規の

顧客及び販路拡大に努めており、僅かながら成果も出始めております。その他セグメントにおける売上高は27百

万円、営業利益は９百万円となりました。

株式会社アクシーズ（１３８１）平成21年６月期　第１四半期決算短信

－ 2 －



２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況

　当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億48百万円増加し、84億84百

万円となりました。これは主に、未収入金が１億２百万円減少したものの、棚卸資産が１億79百万円増加した

こと等により流動資産が58百万円増加し、また、新規農場建設により有形固定資産が１億５百万円増加したこ

と等によるものであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加し、35億17百

万円となりました。これは主に、未払金が１億11百万円、未払費用が34百万円、それぞれ増加したこと等によ

り流動負債が１億75百万円増加し、また、長期借入金が返済により36百万円、持分法適用に伴う負債が33百万

円、それぞれ減少したこと等により固定負債が72百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、49億67百万

円となりました。これは、四半期純利益の増加により利益剰余金が増加したものの、評価・換算差額等のその

他有価証券評価差額金が15百万円減少したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は502百万円となり、

前連結会計年度末と比較して73百万円減少いたしました。

　当第１四半期連結会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あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金収支は、114百万円の資金増加となりました。これは棚卸資産の増加が179百万円あった

ものの、税金等調整前四半期純利益212百万円や賞与引当金の増加129百万円があったこと等によるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金収支は、60百万円の資金減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出63百万円等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）

　財務活動による資金収支は、127百万円の資金減少となりました。これは、短期借入金の増加が23百万円あっ

たものの、長期借入金の約定返済81百万円に加え、配当金の支払額68百万円があったこと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８月８日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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簡便な会計処理

　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度以降に経営環境及び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

ングを使用しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　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

　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。

株式会社アクシーズ（１３８１）平成21年６月期　第１四半期決算短信

－ 4 －



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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 745,668 818,846

受取手形及び売掛金 1,091,580 1,076,612

製品 707,060 553,843

原材料 762,121 732,292

仕掛品 309,033 319,345

貯蔵品 36,080 29,638

その他 393,203 453,515

貸倒引当金 △2,576 △828

流動資産合計 4,042,171 3,983,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 517,313 530,336

工具、器具及び備品（純額） 320,931 345,840

土地 2,764,283 2,764,283

その他（純額） 289,349 146,342

有形固定資産合計 3,891,878 3,786,802

無形固定資産 24,612 25,939

投資その他の資産 525,984 540,043

固定資産合計 4,442,474 4,352,785

資産合計 8,484,645 8,336,050

負債の部   

流動負債   

買掛金 332,056 369,020

短期借入金 229,200 251,000

未払金 956,544 844,563

未払法人税等 109,344 137,918

賞与引当金 129,303 －

その他 311,768 290,060

流動負債合計 2,068,217 1,892,563

固定負債   

社債 499,800 499,800

長期借入金 312,000 348,500

退職給付引当金 272,186 276,190

役員退職慰労引当金 119,792 117,955

その他 245,623 279,700

固定負債合計 1,449,402 1,522,145

負債合計 3,517,619 3,414,709
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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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 452,370 452,370

資本剰余金 428,340 428,340

利益剰余金 4,053,908 3,992,269

自己株式 △1,034 △1,034

株主資本合計 4,933,583 4,871,944

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,443 49,397

評価・換算差額等合計 33,443 49,397

純資産合計 4,967,026 4,921,341

負債純資産合計 8,484,645 8,336,050
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,445,299

売上原価 2,378,168

売上総利益 1,067,130

販売費及び一般管理費 886,773

営業利益 180,356

営業外収益  

受取利息 1,154

受取配当金 1,232

持分法による投資利益 33,950

その他 4,690

営業外収益合計 41,027

営業外費用  

支払利息 4,181

為替差損 4,279

その他 24

営業外費用合計 8,484

経常利益 212,900

特別損失  

固定資産除却損 63

固定資産売却損 29

特別損失合計 93

税金等調整前四半期純利益 212,807

法人税、住民税及び事業税 109,660

法人税等調整額 △28,694

法人税等合計 80,966

四半期純利益 131,840
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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７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 212,807

減価償却費 50,818

賞与引当金の増減額（△は減少） 129,303

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,003

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,836

受取利息及び受取配当金 △2,386

支払利息 4,181

持分法による投資損益（△は益） △33,950

売上債権の増減額（△は増加） △14,968

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,175

前払費用の増減額（△は増加） △29,122

その他の流動資産の増減額（△は増加） 112,436

仕入債務の増減額（△は減少） △36,964

未払金の増減額（△は減少） 19,466

未払費用の増減額（△は減少） 34,652

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,838

その他 △11,835

小計 241,257

利息及び配当金の受取額 2,141

利息の支払額 △4,003

その他の収入 4,563

その他の支出 △24

法人税等の支払額 △129,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 114,836

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 △63,593

その他 2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,988

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） 23,200

長期借入金の返済による支出 △81,500

配当金の支払額 △68,726

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,178

現金及び現金同等物の期首残高 576,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 502,868
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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

　該当事項はありません。

（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７月１日　至　平成20年９月30日）

鶏肉事業
（千円）

加工食品事業
（千円）

外食事業
（千円）

その他の事業
（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 2,638,518 282,365 504,639 19,775 3,445,299 － 3,445,299

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
143,870 － － 7,900 151,771 (151,771) －

計 2,782,388 282,365 504,639 27,675 3,597,070 (151,771) 3,445,299

営業利益又は営業損失（△） 280,495 △47,548 10,371 9,311 252,629 (72,272) 180,356

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

（1）事業区分の方法…製品の種類別区分によっております。

（2）各区分に属する主要な製品の名称

①　鶏肉事業　　…鶏肉の非加工品

②　加工食品事業…鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品

③　外食事業　　…日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイジー経営

④　その他の事業…複合材であるシラスバルーン、土壌改良剤、飼料原料等に使用されるゼオライト及び無化

学肥料減農薬野菜

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当社の管理部門に係る費用であります。

当第１四半期連結累計期間　　73,585千円

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７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。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高はないため、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。
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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６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,347,060

Ⅱ　売上原価 2,296,474

売上総利益 1,050,586

Ⅲ　販売費及び一般管理費 918,259

営業利益 132,326

Ⅳ　営業外収益 15,747

Ⅴ　営業外費用 10,417

経常利益 137,656

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 963

税金等調整前四半期純利益 136,692

税金費用 59,652

四半期純利益 77,040
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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６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純利益 136,692

減価償却額 56,726

売上債権の増減額（増加：
△）

△34,438

棚卸資産の増減額（増加：
△）

△7,141

仕入債務の増減額（増加：
△）

△77,454

その他 74,540

小計 148,925

法人税等の支払額 △199,280

その他 12,220

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△38,134

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

貸付けによる支出 △100,150

貸付金の回収による収入 51,397

その他 △16,649

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△65,401

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済による支
出

△69,375

配当金の支払額 △73,563

その他 100,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△42,938

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

△146,474

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

479,272

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

332,797
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（３）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年６月期第１四半期）

鶏肉事業
（千円）

加工食品事業
（千円）

外食事業
（千円）

その他の事業
（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 2,495,131 281,416 553,336 17,176 3,347,060 － 3,347,060

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
102,132 85 － 9,516 111,734 (111,734) －

計 2,597,263 281,502 553,336 26,692 3,458,794 (111,734) 3,347,060

営業費用 2,410,285 299,664 528,002 20,808 3,258,762 (44,028) 3,214,733

営業利益又は営業損失（△） 186,977 △18,162 25,333 5,884 200,032 (67,706) 132,326
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