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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 5,778 ― △367 ― △405 ― △408 ―

20年6月期第1四半期 5,854 △3.0 △484 ― △526 ― △437 ―

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 △44.09 ―

20年6月期第1四半期 △47.13 ―

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 21,469 3,375 15.7 364.13
20年6月期 20,934 3,888 18.6 419.43

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  3,375百万円 20年6月期  3,888百万円

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 ― 5.50 5.50
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 5.50 5.50

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 16,000 ― 740 ― 650 ― 560 ― 60.41
通期 29,600 6.5 960 ― 800 ― 640 ― 69.04

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３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．本資料に記載されている業績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」（企業会計基準適用  指
針第14条）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  9,295,000株 20年6月期  9,295,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  24,912株 20年6月期  24,412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  9,270,088株 20年6月期第1四半期  9,272,877株
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当第１四半期における我が国経済は、昨年からの米国金融不安に起因した世界規模の金融市場の混乱
や、原油価格をはじめとした資源高、為替相場の急激な変動等の不安要素により、景気の減速感が一層強
まりました。 
 食品業界を取り巻く市場環境におきましても、原材料ならびに諸資材価格の上昇に加えて、消費者の生
活防衛意識の高まりや低価格志向の継続などにより経営環境は厳しいまま推移いたしました。 
 このような環境の中、当社グループにおける事業の種類別セグメント毎の経営成績概況は以下の通りと
なりました。 
 
① 食品製造販売事業 
（水産練製品・惣菜部門） 
 当部門におきましては、主原料である魚肉すり身価格やエネルギーコストの上昇に加えて、競合他社と
の価格競争の激化ならびに販売需要期の立ち上がりである９月の残暑の影響などもあり、厳しい状況で推
移いたしました。 
 このような環境の中、当社グループではコストダウンへの取り組みを継続して実施する一方、企業努力
により吸収可能な範囲を大幅に超えた原材料価格の高騰を吸収すべく、本年７月に価格改定ならびに量目
変更による規格変更を実施いたしました。 
 主な製品の部門別の販売動向といたしましては、製品のリニューアルや前連結会計年度の第４四半期に
発売したカニ風味タイプの新製品効果などにより「オホーツク」部門では、引き続き前年同四半期を上回
る順調な売上高を確保いたしました。 
 また、「ハンペン」部門につきましても計画までには至らないものの、前年同四半期を上回る状況で推
移いたしました。 
 その他の製品部門につきましては、残暑や価格改定による一時的な販売数量の減少の影響などもあり、
前年同四半期を若干下回る売上高となりました。 
 以上の結果、当部門全体の売上高は48億83百万円となりました。 
（きのこ部門） 
 当部門におきましては、８月の猛暑ならびに野菜相場の悪化の影響がありましたが、継続した販売チャ
ネルの多様化と取引先に対する販売促進活動などの推進強化により、当第１四半期の販売は堅調に推移
し、売上高７億42百万円となりました。 
（運送・倉庫部門） 
 当部門におきましては、継続したグループ外顧客への営業強化の取り組みと順調な入庫に支えられ、安
定した業績を確保いたしました。当部門の売上高は３億93百万円となりました。 
 
② その他の事業 
 ゴルフ場経営部門におきましては、顧客ニーズに対応するためのサービス向上と販促企画により来場者
数の増加に取り組んでまいりましたが、競合コースの価格戦略の影響を受け売上高70百万円となりまし
た。 

  

当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて５億35百万円増加して214億69百万円とな
りました。これは主に「たな卸資産」の増加７億円ならびに「有形固定資産」の減少２億39百万円等によ
るものであります。 
 また、負債は前連結会計年度末に比べて10億48百万円増加して180億93百万円となりました。これは主
に「短期借入金」23億53百万円の増加ならびに「支払手形及び買掛金」の減少９億38百万円によるもので
あります。 
 なお、純資産は利益剰余金の減少４億59百万円ならびに「その他有価証券評価差額金」の減少52百万円
により前連結会計年度に比べて５億12百万円減少し33億75百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度
末の18.6%から15.7%となりました。 
 
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３億39百万
円となり、前連結会計年度末と比較して１億42百万円減少となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に棚卸資産の増加や仕入債務の減少により、△19億49百万円
となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、△84百万円となり
ました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に棚卸資産の増加等により営業活動で不足した資金を短期借
入金で調達したことにより、18億92百万円となりました。 

  

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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第２四半期以降につきましては、個人消費の低迷や様々なコスト上昇による売上原価の上昇など、企業
の業績に影響を及ぼす不透明な要素が多く、厳しい経営環境が続くものと思われます。 
 当社グループでは、このような環境において収益基盤の強化へ向けた取り組みを実行してまいります。
また、食の安全と安心を 優先とし一層の品質管理体制の向上と、主力商品の販売促進の強化により売上
拡大を図り業績確保を目指してまいります。 
 以上により、第２四半期連結累計期間および通期の見通しにつきましては、平成20年８月８日公表の業
績予想値の変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
    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事業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。 
② 四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

   該当事項はありません。 
  

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.当第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(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り下げの方法)に変更しております。 
 これにより、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失が従来の方法に比べそれぞれ10,145千
円増加しております。 
 
(追加情報) 
 当社の機械及び装置については、従来、耐用年数を８年から16年としておりましたが、当第１四半期
より10年に変更いたしました。 
 この変更は法人税法の改正を契機として固定資産の経済的耐用年数を見直したものであります。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ19,790千円減少しており
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
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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 718,474 881,937 

受取手形及び売掛金 2,718,049 2,415,995 

商品及び製品 386,393 326,502 

原材料及び貯蔵品 2,099,699 1,656,916 

仕掛品 514,117 315,807 

その他 128,956 113,035 

貸倒引当金 △16,654 △14,555 

流動資産合計 6,549,036 5,695,640 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,702,240 5,798,773 

機械装置及び運搬具（純額） 2,569,284 2,700,891 

工具、器具及び備品（純額） 209,612 220,543 

土地 4,225,455 4,225,455 

有形固定資産合計 12,706,593 12,945,664 

無形固定資産 243,761 240,456 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,409,184 1,488,540 

その他 676,906 686,600 

貸倒引当金 △115,956 △122,839 

投資その他の資産合計 1,970,134 2,052,300 

固定資産合計 14,920,490 15,238,421 

資産合計 21,469,527 20,934,062 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,735,145 2,673,981 

短期借入金 9,623,872 7,270,872 

未払法人税等 15,891 40,132 

賞与引当金 154,433 63,961 

未払金及び未払費用 966,879 982,191 

その他 89,481 122,202 

流動負債合計 12,585,703 11,153,342 

固定負債 

長期借入金 4,679,549 5,011,607 

役員退職慰労引当金 366,541 387,707 

その他 462,170 493,042 

固定負債合計 5,508,261 5,892,357 

負債合計 18,093,964 17,045,699 
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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 940,000 940,000 

資本剰余金 650,000 650,000 

利益剰余金 1,618,107 2,077,848 

自己株式 △13,093 △12,927 

株主資本合計 3,195,013 3,654,920 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 180,548 233,441 

評価・換算差額等合計 180,548 233,441 

純資産合計 3,375,562 3,888,362 

負債純資産合計 21,469,527 20,934,062 
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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 5,778,845 

売上原価 4,736,314 

売上総利益 1,042,531 

販売費及び一般管理費 1,409,705 

営業損失（△） △367,174 

営業外収益 

受取利息 630 

受取配当金 2,606 

受取賃貸料 5,777 

雑収入 11,364 

営業外収益合計 20,379 

営業外費用 

支払利息 59,117 

営業外費用合計 59,117 

経常損失（△） △405,912 

特別利益 

固定資産売却益 6,241 

貸倒引当金戻入額 4,784 

特別利益合計 11,025 

特別損失 

固定資産除却損 1,986 

その他 52 

特別損失合計 2,039 

税金等調整前四半期純損失（△） △396,926 

法人税、住民税及び事業税 11,050 

法人税等調整額 755 

法人税等合計 11,805 

四半期純損失（△） △408,731 
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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損失（△） △396,926 

減価償却費 276,163 

のれん償却額 2,176 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,784 

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,471 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,166 

受取利息及び受取配当金 △3,236 

支払利息 59,117 

固定資産売却損益（△は益） △6,241 

固定資産除却損 1,986 

売上債権の増減額（△は増加） △295,317 

たな卸資産の増減額（△は増加） △700,982 

仕入債務の増減額（△は減少） △938,836 

その他 19,537 

小計 △1,918,038 

法人税等の支払額 △31,932 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,949,970 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 21,437 

有形固定資産の取得による支出 △102,563 

有形固定資産の売却による収入 9,933 

無形固定資産の取得による支出 △5,714 

投資有価証券の取得による支出 △1,438 

利息及び配当金の受取額 3,330 

その他 △9,507 

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,520 

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） 2,335,000 

長期借入金の返済による支出 △314,058 

利息の支払額 △77,299 

配当金の支払額 △51,009 

その他 △166 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,892,466 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,025 

現金及び現金同等物の期首残高 481,146 

現金及び現金同等物の四半期末残高 339,120 
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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。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

    該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

    該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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前四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

   前第１四半期連結累計期間(平成19年７月１日～平成19年９月30日) 

 
  

「参考資料」

前年同四半期

科   目
(平成20年6月期   
第１四半期末)

金額（千円）

 Ⅰ 売上高 5,854,929

 Ⅱ 売上原価 4,818,848

     売上総利益 1,036,080

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,520,895

    営業損失 484,814

 Ⅳ 営業外収益 20,910

 Ⅴ 営業外費用 62,751

  １．支払利息 57,255

  ２．その他 5,496

    経常損失 526,655

 Ⅵ 特別利益 5,766

 Ⅶ 特別損失 116,756

 税金等調整前四半期純損失 637,645

 税金費用 △    200,598

 四半期純損失 437,047
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(2) (要約)四半期連結キッャシュ・フロー計算書 

   前第１四半期連結累計期間(平成19年７月１日～平成19年９月30日) 

前年同四半期

(平成20年6月期   
第１四半期末)

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損失 △ 637,645

   減価償却費 356,922

   減損損失 98,970

   のれん償却額 2,176

   貸倒引当金の減少額 △ 4,446

   賞与引当金の増加額 136,331

   退職給付引当金の減少額 △ 847

   役員退職慰労引当金の減少額 △ 5,900

   受取利息及び受取配当金 △ 2,897

   支払利息 57,255

   売上債権の増加額 △ 525,836

   たな卸資産の増加額 △ 128,489

   仕入債務の減少額 △ 148,036

   その他 117,853

   小    計 △ 684,589

   法人税等の支払額 △ 99,074

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 783,664

 Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の純増減額 31,968

   有形固定資産の取得による支出 △ 136,228

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,091

   貸付金の回収による収入 230,285

   利息及び配当金の受取額 2,740

   その他 △ 4,919

   投資活動によるキャッシュ・フロー 122,754

 Ⅲ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 1,340,000

   長期借入金の返済による支出 △ 407,958

   利息の支払額 △ 74,891

   配当金の支払額 △ 51,022

   その他 △ 84

   財務活動によるキャッシュ・フロー 806,044

 Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 145,133

 Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 497,840

 Ⅵ現金及び現金同等物の四半期期末残高 642,973
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