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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 16,394 ― 227 ― 217 ― 83 ―

20年3月期第2四半期 15,920 △2.8 13 △84.2 8 △89.7 △208 ―

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 4.95 ―

20年3月期第2四半期 △12.26 ―

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 17,520 4,144 23.7 244.29
20年3月期 17,628 4,105 23.3 241.90

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,143百万円 20年3月期  4,104百万円

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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 32,200 0.3 400 127.2 360 145.9 130 ― 7.65

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） 

（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．業績予想につきましては、現在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、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上
記予想に関する事項については、添付資料の４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。  

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  17,000,000株 20年3月期  17,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  39,167株 20年3月期  34,024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  16,963,383株 20年3月期第2四半期  16,973,666株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油や原材料価格の高騰とともにサブプライムローン問題に端を発した金融不安等の影響により、個人消費の減退や企業業績の先行きに不透明感が広がりました。  当業界におきましては、飼料や原油高騰に伴い生産コストの上昇に加え中国産の冷凍食品等食の安全に関する問題等が続発するなど厳しい経営環境となりました。  このような状況のなか、当社は来年90周年（当社創業1919年）を迎えるに当たり「お客様第一にあふれる味覚をお届けします」をモットーに安全・安心な製品造りに努め品質保証体制の整備、コンプライアンスを重視した事業活動はもとより、今年を「開発元年」と位置づけ商品開発と経営理念に基づいた人財開発に注力してまいりました。  また、技術向上を図るため引き続きＤＬＧ（ドイツ農業協会）国際食品品質競技会へ出品し、ハム・ソーセージ部門におきましては、金７個、銀３個を受賞し４年連続で出品全商品のメダル受賞のみならずコンビニエンスフード部門におきましても、金８個、銀２個、銅２個を受賞し３年連続で出品全商品のメダル受賞という栄誉を果たしております。一方、新たな飛躍を図るべく、さらなる生産効率のアップと付加価値ある商品開発にも取り組んでおります。 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は163億94百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は２億27百万円（前年同期比1,592.5％増）、経常利益は２億17百万円（前年同期比2,598.5％増）、四半期純利益は83百万円（前年同期は２億８百万円の損失）となりました。   部門別の業績は次のとおりです。    加工品部門 加工品部門については、主要な原料である輸入豚肉価格及び包装資材価格が引き続き上昇するなど厳しい環境のなか、ウインナー・ソーセージの新商品『お肉屋さんのソーセージ』等が好調に推移し、加工品部門全体の売上を伸ばすことが出来ました。 その結果、売上高は67億29百万円（前年同期比4.3％増）となりました。    食肉部門 食肉部門については、国産牛肉及び輸入牛肉は安値で推移しましたが、数量は増加しました。また、国産豚肉及び輸入豚肉は高値で推移しましたが数量、金額ともに増加しました。 その結果、売上高は90億56百万円（前年同期比2.7％増）となりました。    惣菜部門 惣菜部門については、中国製品の安全性をめぐる問題から依然消費者の不信感は強く中国製品の売上は大きく低迷したままであり、国内産等に切り替えると共に自社製品のコロッケ等の拡販に注力しましたが、惣菜部門全体の売上は減少しました。 その結果、売上高は６億９百万円（前年同期比6.0％減）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 福留ハム㈱(2291)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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(1)資産、負債、純資産等の状況   （資産） 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億８百万円減少の175億20百万円となりました。  流動資産は、前連結会計年度末に比べ23百万円増加の76億78百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金１億84百万円及び原材料１億26百万円の増加と現金及び預金３億18百万円の減少等によるものであります。  固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億31百万円減少の98億41百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の評価替等による64百万円の減少及び有形固定資産の減価償却実施額等による67百万円の減少等によるものであります。   （負債） 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億47百万円減少の133億75百万円となりました。 流動負債は、前連結会計年度末に比べ93百万円増加の104億37百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金１億12百万円、未払金87百万円の増加と短期借入金１億21百万円の減少等によるものであります。  固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億41百万円減少の29億37百万円となりました。主な要因は、長期借入金２億67百万円の減少等によるものであります。  （純資産） 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加の41億44百万円となりました。主な要因は、利益余剰金83百万円の増加とその他有価証券評価差額金43百万円の減少等によるものであります。   (2)連結キャッシュ・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は、前連結会計年度末に比べ３億18百万円減少の20億19百万円となりました。   各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 （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１億26百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益１億88百万円、減価償却費１億91百万円及び仕入債務の増加96百万円等の増加要因と売上債権の増加１億84百万円、たな卸資産の増加１億32百万円及び法人税等の支払額１億12百万円等の減少要因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） 投資活動の結果使用した資金は54百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取得57百万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） 財務活動の結果使用した資金は３億90百万円となりました。主な要因は長期借入金の返済２億69百万円及び短期借入金の純減額１億20百万円等によるものであります。     

2. 連結財政状態に関する定性的情報 福留ハム㈱(2291)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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通期の見通しにつきましては、国内外の情勢は不透明で、先行き一層の景気の減速が予想されます。このような状況におきまして当社グループは、10月より広島東洋カープ球団のロゴを使用した「カープ商品」ならびにもみじの葉をかたちどった「もみじハンバーグ」などの新商品を投入する等、販売の強化を図ると共にさらなるローコストオペレーション体制の充実を図り収益の増強に努めてまいります。通期の連結業績予想につきましては、引き続き厳しい環境ながら平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。     該当事項はありません。   該当事項はありません。   ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  第１四半期連結会計期間より「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たな卸資産の評価基準及び評価方法  「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、原価法から原価法（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。  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が３百万円、経常利益が３百万円、税金等調整前四半期純利益が３百万円それぞれ減少しております。   

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

福留ハム㈱(2291)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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 2,229,080 2,547,630 受取手形及び売掛金 3,477,562 3,292,612 商品及び製品 1,095,145 1,090,426 原材料 647,543 521,118 仕掛品 59,481 58,160 繰延税金資産 106,048 109,804 その他 76,742 46,671 貸倒引当金 △12,789 △11,382 流動資産合計 7,678,816 7,655,041 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物（純額） 2,923,799 3,006,342 土地 3,350,829 3,350,829 その他（純額） 595,466 580,094 有形固定資産合計 6,870,096 6,937,266 無形固定資産 33,675 36,504 投資その他の資産 投資有価証券 1,644,941 1,709,556 繰延税金資産 1,011,172 998,057 その他 469,139 484,601 貸倒引当金 △187,757 △192,849 投資その他の資産合計 2,937,496 2,999,365 固定資産合計 9,841,268 9,973,136 資産合計 17,520,085 17,628,177 

福留ハム㈱(2291)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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 2,647,184 2,534,184 短期借入金 6,797,200 6,918,800 未払法人税等 127,197 119,384 賞与引当金 218,752 216,407 未払金 514,913 427,719 その他 132,712 127,514 流動負債合計 10,437,960 10,344,009 固定負債 長期借入金 1,167,350 1,435,150 退職給付引当金 1,560,699 1,524,275 役員退職慰労引当金 186,143 196,190 その他 23,500 23,500 固定負債合計 2,937,693 3,179,115 負債合計 13,375,653 13,523,125 純資産の部 株主資本 資本金 2,691,370 2,691,370 資本剰余金 1,503,937 1,503,937 利益剰余金 △100,579 △184,566 自己株式 △8,564 △7,705 株主資本合計 4,086,164 4,003,036 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 57,272 101,022 評価・換算差額等合計 57,272 101,022 少数株主持分 994 993 純資産合計 4,144,431 4,105,052 負債純資産合計 17,520,085 17,628,177 

福留ハム㈱(2291)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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 16,394,661 売上原価 13,461,803 売上総利益 2,932,858 販売費及び一般管理費 2,705,439 営業利益 227,419 営業外収益 受取利息及び配当金 15,961 不動産賃貸料 42,731 その他 8,776 営業外収益合計 67,469 営業外費用 支払利息 76,335 その他 705 営業外費用合計 77,040 経常利益 217,848 特別損失 投資有価証券評価損 28,174 固定資産除却損 798 特別損失合計 28,972 税金等調整前四半期純利益 188,875 法人税、住民税及び事業税 115,989 法人税等調整額 △11,102 法人税等合計 104,886 少数株主利益 1 四半期純利益 83,987 

福留ハム㈱(2291)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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利益 188,875 減価償却費 191,325 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,046 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,685 受取利息及び受取配当金 △15,961 支払利息 76,335 退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,424 固定資産除却損 798 投資有価証券評価損益（△は益） 28,174 売上債権の増減額（△は増加） △184,950 たな卸資産の増減額（△は増加） △132,517 仕入債務の増減額（△は減少） 96,687 その他 28,316 小計 299,776 利息及び配当金の受取額 16,067 利息の支払額 △76,577 法人税等の支払額 △112,878 営業活動によるキャッシュ・フロー 126,388 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 △57,056 投資有価証券の取得による支出 △5,565 その他 7,942 投資活動によるキャッシュ・フロー △54,678 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） △120,000 長期借入金の返済による支出 △269,400 その他 △859 財務活動によるキャッシュ・フロー △390,259 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △318,549 現金及び現金同等物の期首残高 2,337,630 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,019,080 
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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。   該当事項はありません。   【事業の種類別セグメント情報】 当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分した結果、同一事業種類の売上高及び営業損益ならびに資産の額がいずれも全セグメントの90％を超えているので、記載を省略いたしました。   【所在地別セグメント情報】 当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、該当事項はありません。   【海外売上高】 当社及び連結子会社の輸出高はないため、該当事項はありません。    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) セグメント情報

(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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「参考資料」 （１）前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)Ⅰ 売上高 15,920,798Ⅱ 売上原価 13,217,930   売上総利益 2,702,867Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,689,430   営業利益 13,437Ⅳ 営業外収益   受取利息及び配当金 16,168   不動産賃貸料収入 42,095   その他 14,254 72,518Ⅴ 営業外費用   支払利息 75,276   その他 2,606 77,883   経常利益 8,073Ⅵ 特別利益   固定資産売却益 41 41Ⅶ 特別損失   固定資産除却損 556   過年度役員退職慰労引当金繰入額 184,825 185,382   税金等調整前中間純損失（△） △177,267   法人税、住民税及び事業税 63,116   法人税等調整額 △32,229 30,886   少数株主利益 0   中間純損失（△） △208,153
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    （２）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   税金等調整前中間純損失 △177,267   減価償却費 203,610     貸倒引当金の増減(△)額 △5,449     退職給付引当金の増減(△)額 72,913     役員退職慰労引当金の増減(△)額 189,265     受取利息及び受取配当金 △16,168     支払利息 75,276   固定資産売却益 △41   固定資産除却損 556    売上債権の増(△)減額 △133,897    たな卸資産の増(△)減額 △43,530    仕入債務の増減(△)額 △32,475    その他 △19,665    小計 113,126    利息及び配当金の受取額 16,622    利息の支払額 △74,953    法人税等の支払額 △1,766   営業活動によるキャッシュ・フロー 53,028Ⅱ 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 △190,298    有形固定資産の売却による収入 95    投資有価証券の取得による支出 △5,256   その他 48,761   投資活動によるキャッシュ・フロー △146,697Ⅲ 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 △20,000   長期借入金の返済による支出 △269,400   配当金の支払額 △50,926   その他 △633   財務活動によるキャッシュ・フロー △340,959Ⅳ 現金及び現金同等物の増減(△)額 △434,628Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,685,372Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,250,743
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