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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 6,969 ― 96 ― 94 ― △65 ―
20年3月期第2四半期 6,744 △1.8 142 14.6 134 13.0 71 11.7

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 △8.18 ―
20年3月期第2四半期 9.00 ―

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 7,873 4,052 51.5 506.58
20年3月期 7,020 3,997 56.9 499.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,052百万円 20年3月期  3,997百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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 13,500 5.7 240 138.2 230 141.6 40 12.4 5.00

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）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）平成20年５月９日に開示しました連結業績予想は、平成20年10月27日に開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、予想数値を修正しておりま
す。 
（３）本資料に記載されている業績予想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予想数値と大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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 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  8,000,000株 20年3月期  8,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  796株 20年3月期  ―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  7,999,337株 20年3月期第2四半期  8,000,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライ
ムローン）問題を震源とした米国発の金融危機により、グローバル化した経済は、欧州更には新興国にも
波及、世界同時不況の様相を呈し、輸出の鈍化と資源高で景気後退局面に入ったと見られるわが国経済に
も、更に影響を及ぼすことがまぬがれぬ状況となっております。 
食品業界におきましても、当社の主原料である畜肉原料の値上がりが著しく、加えて小麦粉などの副原

料の値上がりが続き、一時的に原油が反落したとはいえ、原料高や調達問題などが企業活動に大きく影響
しました。 
また、中国製ギョウザによる中毒事件の影響が残るなか、直近では事故米の不正使用問題、更には中国

メーカー産の乳製品から化学物質（メラミン）の検出問題など食の安全を揺るがす大きな問題が多発し、
消費者の食に対する不信感が一層高まりました。 
このような状況の下、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、加工食品事業につきましては、

品質保証を第一に、生産性の向上、新商品開発、重点育成商品の集中販売、重点販売先への拡販に注力い
たしました。また、ムダ取り運動（生産性の向上運動）を積極的に推進し、歩留りアップ、人員見直しに
よる能率アップ、更に仕入先の見直しなどコスト削減に努めました。 
パン事業につきましては、調理パン類及び軽食惣菜類が減収となり、焼成パン類が増収となりましたが

全体では減収となり、また、生産ロスの低減、歩留り向上及び生産工程の見直しなど、コスト削減に努め
ました。 
この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は69億69百万円（前年同期比

3.3％増）、営業利益96百万円（前年同期比32.2％減）、経常利益94百万円（前年同期比29.5％減）、ま
た、投資有価証券評価損１億88百万円の計上により四半期純損失65百万円（前年同期は71百万円の純利
益）となりました。 
  

※当第２四半期累計期間と前年同四半期の損益計算書とでは作成基準が異なっておりますので、前年同期
比に関する情報は参考として記載しております。 
  
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて８億53百万円増加し、78億73百万
円となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が３億70百万円の増加したことや、生産設備の増
強などで有形固定資産が２億68百万円増加したことことなどによるものです。 
負債は、前連結会計年度末に比べて７億98百万円増加し、38億21百万円となりました。その主な要因

は、運転資金として短期借入金が２億42百万円増加したことや、買掛金が２億82百万円増加したことなど
によるものです。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて54百万円増加し、40億52百万円となりました。これは、投資

有価証券評価損を１億88百万円計上したことで四半期純損失が65百万円となりましたが、その他有価証券
評価差額金が１億60百万円増加したことなどによるものです。 
  
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は（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べて41百万円増加し、２億35百万円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況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) 
当第２四半期連結累計期間は、売上債権の増加により３億70百万円の資金支出がありましたが、仕入債

務の増加による資金収入が２億82百万円、その他流動負債の増加による資金収入が１億50百万円あったこ
となどにより、１億56百万円の資金収入となりました。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
当第２四半期連結累計期間は、有形固定資産の取得による支出が２億80百万円あったことなどにより、

２億71百万円の資金支出となりました。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
当第２四半期連結累計期間は、運転資金としての短期借入金が２億42百万円増加したことなどにより１

億55百万円の資金収入となりました。 
  

  

・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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当第２四半期連結累計期間の業績の動向等を踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月９日
に開示しました平成21年３月期の通期の業績予想を修正しております。詳しくは、平成20年10月27日に開
示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

①たな卸資産の評価方法 
   たな卸資産の簿価切り下げに関しては、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。 
    

 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、低価法から原価法（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「営業外費用」に計上していた「たな卸資産評価損」及び「たな卸資産廃棄損」

については、「売上原価」で処理しております。この結果、売上総利益及び営業利益がそれぞれ

10,288千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。 

  

（追加情報） 
①有形固定資産の耐用年数の変更 

   法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数を見直した結果、従来７～15年としておりました耐用年

数を第１四半期連結会計期間より、５～10年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、営業利益、経常利益がそれぞれ6,097千円増加し、税金等調整前四半期純損失が

6,097千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額については、当該箇所に記載しております。 
②役員退職慰労金制度廃止 

   当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、第１四半期連結会計期間において役員退職慰労金制

度を廃止しております。 

 これにより、当第２四半期連結会計期間末においては、制度廃止に伴う打ち切り支給額29,200千円

を確定債務として、固定負債の「その他」に計上しております。 
  

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

(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) その他
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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 235,655 194,192 

受取手形及び売掛金 1,907,679 1,537,587 

商品 16,196 13,166 

製品 368,336 279,979 

原材料 224,286 162,464 

仕掛品 8,233 2,122 

その他 191,912 116,531 

貸倒引当金 △5,270 △4,867 

流動資産合計 2,947,031 2,301,175 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 5,447,541 5,438,878 

減価償却累計額 △3,464,304 △3,383,372 

建物及び構築物（純額） 1,983,237 2,055,506 

機械装置及び運搬具 3,452,554 3,364,319 

減価償却累計額 △2,778,307 △2,707,533 

機械装置及び運搬具（純額） 674,247 656,785 

土地 1,410,034 1,403,747

その他 526,963 204,239 

減価償却累計額 △179,178 △173,115 

その他（純額） 347,785 31,123 

有形固定資産合計 4,415,304 4,147,164 

無形固定資産 39,544 48,457 

投資その他の資産 

投資有価証券 379,795 396,686 

その他 93,906 128,419 

貸倒引当金 △1,825 △1,825 

投資その他の資産合計 471,876 523,280 

固定資産合計 4,926,725 4,718,902 

資産合計 7,873,756 7,020,077 
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（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 

支払手形及び買掛金 967,129 684,255 

短期借入金 1,313,870 1,071,560 

未払法人税等 41,574 10,743 

その他 867,700 564,618 

流動負債合計 3,190,274 2,331,177 

固定負債 

長期借入金 451,450 497,230 

退職給付引当金 150,566 160,201 

その他 29,200 34,104 

固定負債合計 631,216 691,535 

負債合計 3,821,490 3,022,712 

純資産の部 

株主資本 

資本金 727,875 727,875 

資本剰余金 550,675 550,675 

利益剰余金 2,759,029 2,864,500 

自己株式 △296 － 

株主資本合計 4,037,282 4,143,050 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 14,983 △145,685 

評価・換算差額等合計 14,983 △145,685 

純資産合計 4,052,266 3,997,364 

負債純資産合計 7,873,756 7,020,077 
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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 6,969,402 

売上原価 5,815,558 

売上総利益 1,153,843 

販売費及び一般管理費 

配送費 476,585 

給料及び手当 193,026 

その他 387,802 

販売費及び一般管理費合計 1,057,415 

営業利益 96,428 

営業外収益 

受取利息 222 

受取配当金 3,139 

受取補償金 4,971 

その他 6,725 

営業外収益合計 15,058 

営業外費用 

支払利息 12,428 

その他 4,126 

営業外費用合計 16,554 

経常利益 94,932 

特別利益 

固定資産売却益 138 

特別利益合計 138 

特別損失 

有形固定資産除却損 931 

投資有価証券評価損 188,912 

特別損失合計 189,844 

税金等調整前四半期純損失（△） △94,773 

法人税、住民税及び事業税 39,107 

法人税等調整額 △68,409 

法人税等合計 △29,302 

四半期純損失（△） △65,470 
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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損失（△） △94,773 

減価償却費 174,613 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 402 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,634 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,104 

受取利息及び受取配当金 △3,361 

支払利息 12,428 

有形固定資産除却損 789 

有形固定資産売却損益（△は益） △136 

投資有価証券評価損益（△は益） 188,912 

売上債権の増減額（△は増加） △370,091 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △177 

たな卸資産の増減額（△は増加） △169,255 

仕入債務の増減額（△は減少） 282,874 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 150,135 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,427 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 29,200 

小計 164,249 

利息及び配当金の受取額 3,424 

利息の支払額 △11,942 

法人税等の還付額 1,264 

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,995 

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 △280,238 

有形固定資産の売却による収入 156 

無形固定資産の取得による支出 △5,817 

投資有価証券の取得による支出 △1,336 

その他 15,781 

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,455 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 242,000 

長期借入金の返済による支出 △45,780 

自己株式の取得による支出 △296 

配当金の支払額 △40,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 155,923 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,463 

現金及び現金同等物の期首残高 194,192 

現金及び現金同等物の四半期末残高 235,655 
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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。 

  

該当事項なし 

  

【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） 
 

 (注) 1. 事業区分は、事業の種類・性質を考慮して区分しております。 
    2. 各事業の主な製品等 
     (1) 加工食品事業 ・・・ 冷凍食品、チルド食品、畜産品 
     (2) パン事業 ・・・・・ 焼成パン、調理パン 
     (3) 役務事業 ・・・・・ 不動産等賃貸業 
   3. 「定性的情報 ４.その他 (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」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」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「加工食品事
業」で営業利益が、10,288千円減少しております。 

   4. 「定性的情報 ４.その他 (4)その他 （追加情報）」に記載のとおり、第１四半期連結会計
期間より有形固定資産の耐用年数の変更をしております。この変更に伴い、従来の方法によっ
た場合に比べ、「加工食品事業」で3,093千円、「パン事業」で3,004千円、それぞれ営業利益
が増加しております。 

  

【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）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】 

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）において、海外売上

高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

加工食品事業 
(千円)

パン事業 
(千円)

役務事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 3,746,127 3,223,274 ― 6,969,402 ― 6,969,402

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

14,511 ― 36,022 50,534 (50,534) ―

計 3,760,638 3,223,274 36,022 7,019,936 (50,534) 6,969,402

営業利益 172,208 61,452 12,830 246,492 (150,063) 96,428

(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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    前中間連結損益計算書      

 

  

【参考】

 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 6,744,116 100.0

Ⅱ 売上原価 5,588,904 82.9

   売上総利益 1,155,212 17.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運送費 457,881

 ２ 給料・手当 207,884

 ３ その他 347,224 1,012,989 15.0

    営業利益 142,222 2.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取配当金 4,858

 ２ 受取手数料 1,279

 ３ 損害賠償金収入 4,009

 ４ 保険金収入 4,632

 ５ 雇用助成金収入 1,837

 ６ その他 1,847 18,465 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 11,839

 ２ たな卸資産評価損 2,085

 ３ たな卸資産廃棄損 9,638

 ４ その他 2,546 26,110 0.4

    経常利益 134,577 2.0

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 705 705 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 2,515

 ２ 投資有価証券評価損 990

 ３ 投資有価証券整理損 1,295

 ４ リース解約損 593 5,394 0.1

   税金等調整前中間純利益 129,888 1.9

   法人税、住民税及び事業税 63,815

   法人税等調整額 △5,914 57,901 0.8

   中間純利益 71,987 1.1

㈱ニチロサンフーズ（2879） 平成21年３月期 第２四半期決算短信

－ 9 －



    前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

  １ 税金等調整前中間純利益 129,888

  ２ 減価償却費 178,735

  ３ 貸倒引当金の減少額 △2,250

  ４ 役員賞与引当金の減少額 △1,600

  ５ 退職給付引当金の減少額 △17,632

  ６ 役員退職慰労引当金の減少額 △11,333

  ７ 受取利息及び受取配当金 △5,073

  ８ 支払利息 11,839

  ９ 有形固定資産除却損 1,732

  10 投資有価証券評価損 990

  11 投資有価証券整理損 1,295

  12 売上債権の増加額 △97,062

   13  その他の営業債権の減少額 601

  14 たな卸資産の増加額 △54,081

  15 仕入債務の増加額 80,531

  16 その他の営業債務の増加額 44,508

  17 未払消費税等の減少額 △9,308

     小計 251,783

  18 利息及び配当金の受取額 5,135

  19 利息の支払額 △11,660

  20 法人税等の支払額 △68,100

    営業活動によるキャッシュ・フロー 177,157

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 有形固定資産の取得による支出 △97,212

  ２ 無形固定資産の取得による支出 △454

  ３ 投資有価証券の取得による支出 △1,296

  ４ 投資有価証券の整理による収入 5,000

  ５ その他 △2,251

    投資活動によるキャッシュ・フロー △96,215

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

  １ 長期借入金の返済による支出 △45,780

  ２ 配当金の支払額 △40,000

    財務活動によるキャッシュ・フロー △85,780

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減少額 △4,837

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 362,933

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 358,095

㈱ニチロサンフーズ（2879） 平成21年３月期 第２四半期決算短信

－ 10 －



   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） 

 
  (注) １ 事業区分は、事業の種類・性質を考慮して区別しております。 

     ２ 各事業の主な製品等 

      (1) 加工食品事業・・・冷凍食品、チルド食品、畜産品 

      (2) パン事業・・・・・焼成パン、調理パン 

      (3) 役務事業・・・・・不動産等賃貸業 

３ 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（149,503千円）の主なものは、当社 

の管理部門に係る費用であります。 

  

 【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）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19年９月30日）において、海外売上高が

ないため、該当事項はありません。 

  

加工食品事業 
(千円)

パン事業 
(千円)

役務事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上
高

3,485,997 3,258,119 ― 6,744,116 ― 6,744,116

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

24,490 ― 38,283 62,774 (62,774) ―

計 3,510,488 3,258,119 38,283 6,806,890 (62,774) 6,744,116

営業費用 3,310,868 3,180,230 24,186 6,515,285 86,608 6,601,894

営業利益 199,619 77,889 14,096 291,605 (149,382) 142,222
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