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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 30,775 ― 874 ― 911 ― 415 ―

20年3月期第2四半期 30,290 △5.2 1,285 9.3 1,263 10.6 545 △23.4

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 26.24 ―

20年3月期第2四半期 34.47 ―

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 30,471 17,018 55.8 1,075.01
20年3月期 31,086 16,824 54.1 1,062.70

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,018百万円 20年3月期  16,824百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 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 61,165 1.5 1,189 △38.5 1,157 △32.5 505 △19.5 31.81

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、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．本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれておりま
す。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは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  15,875,000株 20年3月期  15,875,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  44,364株 20年3月期  43,094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  15,831,615株 20年3月期第2四半期  15,834,646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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の悪化や個人消費の低迷等、景気の後退感が一段

と鮮明になるとともに、米国の金融危機による世界経済の減速感等を背景として景気の先行きに不透明感が増す

厳しい状況となりました。 

     当食品業界におきましては、中食業界、外食業界の競争がなお一層激化する一方、原材料価格の値上げや原油

価格高騰の影響を受け、経営環境は非常に厳しいものとなりました。さらに国内外で食に関する問題が続発し、

食品の「安全・安心」に対する取り組みが強く求められました。 

     当社グループは、このような経営環境の中で経営基盤の強化ならびに連結子会社の収益改善に努めてまいりま

したが、原材料価格や燃料費等の高騰から、当第２四半期連結累計期間の売上高は307億7千5百万円（前年同期

比1.6％増）、経常利益は9億1千1百万円（前年同期比27.8％減）、四半期純利益は4億1千5百万円（前年同期比

23.9％減）となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

     当社グループの基幹事業である食品事業におきましては、「食品の安全・安心」を徹底するため、品質管理力

の強化に取り組んでまいりました。商品開発におきましては、商品開発技術のノウハウを活用し顧客ニーズに対

応した商品開発、ならびに革新的な生産機器類の開発に取り組んでまいりました。また、エネルギー使用量削減

等の環境問題への対応に努めてまいりました。 

     連結子会社におきましては、事業の再構築等を図り、当社グループの経営改善に努めてまいりましたが、原材

料の値上げ等の影響により、食品事業の売上高は291億7千5百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は7億3千4

百万円（前年同期比36.0％減）となりました。 

     飲食店事業におきましては、外食産業における競争が激化する中、新規メニューの開発や九州地区への出店を

図り、業容の拡大に努めてまいりました。この結果、飲食店事業の売上高は10億6千2百万円（前年同期比13.3％

増）となりましたが営業利益は2千6百万円（前年同期比29.7％減）となりました。 

     運送事業におきましては、新規顧客開拓による業容の拡大ならびにコース再編等による運営力の強化に取り組

んでまいりました。この結果、運送事業の売上高は5億3千7百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益は1億9百万

円（前年同期比13.2％増）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、負債及び総資産の状況 

     当第２四半期会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ6億1千4百万

円減少し、304億7千1百万円となりました。負債につきましては、借入金の減少等により、前連結会計年度末に

比べ8億8百万円減少し、134億5千3百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金が増加したこと等

により、170億1千8百万円となりました。 

（２）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（以下「資金」という）は17億1百万円となりまし

た。 

     当第２四半期連結累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通りであります。 

  （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における税金等調整前四半期純利益は8億4千3百万円となり、減価償却費が7億7千2

百万円及び売上債権の増減額が2億4千4百万円の減少となったこと等から、営業活動によるキャッシュ・フロー

は16億5千6百万円の収入となりました。 

 （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においては、有形固定資産の取得による支出が6億3千9百万円となったこと等か

ら、投資活動によるキャッシュ・フローは7億3千8百万円の支出となりました。 

  （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においては、長期借入金の返済による支出が10億3百万円となったこと等から、財

務活動によるキャッシュ・フローは11億6千9百万円の支出となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

   通期の業績予想につきましては、原材料価格の上昇並びに為替相場の動向等不透明な要因もあることから、平

成20年5月23日付け当社の「平成20年3月期決算短信」にて発表しました連結業績予想並びに個別業績予想を現時

点では変更いたしません。 

  

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 

 記載すべき事項はありません。 

（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 

    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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

     たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として移動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）により算定しております。 

  これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ7,855千円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  これにより損益に与える影響は軽微であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

    （追加情報） 

     有形固定資産の耐用年数の変更 

     当社の機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、

第１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

     これにより、営業利益は25,144千円、経常利益、税金等調整前四半期純利益がそれぞれ25,203千円増加してお

ります。 

     なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 1,846,371 2,094,646

受取手形及び売掛金 5,267,634 5,515,303

有価証券 485 2,408

商品 34,513 44,449

製品 127,195 157,613

原材料 475,851 480,713

仕掛品 21,284 17,963

繰延税金資産 222,828 239,491

その他 316,711 367,568

貸倒引当金 △1,861 △6,595

流動資産合計 8,311,015 8,913,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,678,969 22,565,071

減価償却累計額 △13,684,710 △13,267,920

建物及び構築物（純額） 8,994,258 9,297,151

機械装置及び運搬具 8,302,163 7,875,726

減価償却累計額 △6,106,402 △5,942,755

機械装置及び運搬具（純額） 2,195,761 1,932,970

土地 7,382,746 7,385,420

建設仮勘定 6,602 －

その他 879,287 856,825

減価償却累計額 △720,449 △700,571

その他（純額） 158,837 156,254

有形固定資産合計 18,738,208 18,771,797

無形固定資産 95,230 72,273

投資その他の資産   

投資有価証券 405,165 408,209

敷金及び保証金 1,374,165 1,344,980

繰延税金資産 197,320 208,311

その他 1,359,948 1,376,570

貸倒引当金 △9,443 △9,443

投資その他の資産合計 3,327,157 3,328,629

固定資産合計 22,160,595 22,172,701

資産合計 30,471,611 31,086,264
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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 2,818,615 2,931,637

短期借入金 3,682,200 3,836,480

未払金 2,464,004 2,422,795

未払法人税等 436,132 199,673

賞与引当金 268,296 297,567

その他 181,347 99,110

流動負債合計 9,850,595 9,787,263

固定負債   

長期借入金 2,955,025 3,804,385

退職給付引当金 146,448 143,535

役員退職慰労引当金 333,034 327,355

その他 168,409 199,209

固定負債合計 3,602,917 4,474,485

負債合計 13,453,512 14,261,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,541,250 6,541,250

資本剰余金 7,014,370 7,014,370

利益剰余金 3,538,249 3,281,075

自己株式 △14,568 △14,164

株主資本合計 17,079,300 16,822,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,139 97,686

為替換算調整勘定 △155,340 △95,703

評価・換算差額等合計 △61,201 1,983

純資産合計 17,018,098 16,824,514

負債純資産合計 30,471,611 31,086,264
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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 30,775,655

売上原価 25,111,730

売上総利益 5,663,925

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 2,292,211

給料及び手当 910,969

賞与引当金繰入額 38,221

退職給付引当金繰入額 6,251

役員退職慰労引当金繰入額 9,199

減価償却費 38,696

支払手数料 196,477

研究開発費 310,338

その他 987,158

販売費及び一般管理費合計 4,789,524

営業利益 874,400

営業外収益  

受取利息 6,759

受取家賃 75,802

為替差益 42,789

その他 34,347

営業外収益合計 159,699

営業外費用  

支払利息 48,521

賃貸費用 56,873

その他 16,756

営業外費用合計 122,150

経常利益 911,948

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 604

特別利益合計 604

特別損失  

固定資産除却損 9,440

固定資産売却損 662

減損損失 44,105

賃貸借契約解約損 14,748

特別損失合計 68,956

税金等調整前四半期純利益 843,596

法人税、住民税及び事業税 400,367

法人税等調整額 27,736

法人税等合計 428,103

四半期純利益 415,492
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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 843,596

減価償却費 772,837

減損損失 44,105

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,270

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,912

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,733

受取利息及び受取配当金 △6,759

支払利息 48,521

有形固定資産除却損 9,440

有形固定資産売却損益（△は益） 662

売上債権の増減額（△は増加） 244,068

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,577

仕入債務の増減額（△は減少） △111,622

未払金の増減額（△は減少） △76,939

未払消費税等の増減額（△は減少） 81,972

その他 34,730

小計 1,889,779

利息及び配当金の受取額 6,759

利息の支払額 △47,715

法人税等の支払額 △191,993

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,656,829

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,400

定期預金の払戻による収入 6,000

有価証券の売却による収入 1,923

有形固定資産の取得による支出 △639,760

投資有価証券の取得による支出 △3,335

投資有価証券の売却による収入 401

その他 △99,534

投資活動によるキャッシュ・フロー △738,706

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 △1,003,640

配当金の支払額 △156,694

その他 △8,798

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,169,133

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,675

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,701,671
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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 

〔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．各事業の主な内容 

     ３．会計処理の方法の変更 

      （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．その他（３）②に記載の通り、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。 

        これにより、当第２四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が7,855千円減少しております。 

      （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

        【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）③に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５

月17日）を適用しております。 

        これによる損益に与える影響は軽微であります。 

     ４．追加情報 

      （有形固定資産の耐用年数の変更） 

        機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を9年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、第

１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

        これにより、当第２四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が25,144千円増加しております。 

  

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業 
（千円） 

運送事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

外部顧客に対する売上高 29,175,153 1,062,973 537,528 30,775,655 － 30,775,655 

セグメント間の内部売上高 － － 699,131 699,131 (699,131) － 

計 29,175,153 1,062,973 1,236,659 31,474,786 (699,131) 30,775,655 

営業利益 734,230 26,362 109,350 869,943 4,456 874,400 

事業区分 主要な内容 

食品事業 米飯、調理パン、サラダ、和風惣菜、冷凍食品の仕入・製造・販売 

飲食店事業 飲食店 

運送事業 食品関係等の配送 
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〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

〔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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   30,290 100.0 

Ⅱ 売上原価   24,376 80.5 

売上総利益   5,913 19.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,627 15.3 

営業利益   1,285 4.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 19     

２．受取家賃 83     

３．その他 45 148 0.5 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 63     

２．賃貸諸費用 60     

３．為替差損 33     

４．その他 13 170 0.5 

経常利益   1,263 4.2 

Ⅵ 特別利益       

１．役員退職引当金戻入益 1     

２．投資有価証券売却益 2     

３．食品製造設備開発協力金 2 6 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 38     

２．減損損失 27     

３．投資有価証券売却損  4     

４．過年度社会保険料 99 169 0.6 

税金等調整前中間純利益   1,099 3.6 

法人税、住民税及び事業
税 546     

法人税等調整額 7 553 1.8 

中間純利益   545 1.8 
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（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（百万円） 

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 1,099 

減価償却費  732 

賞与引当金の増減額  23 

退職給付引当金の増減額  2 

役員退職引当金の増減額 6 

貸倒引当金の増減額  2 

受取利息及び受取配当金 △19 

支払利息  63 

減損損失  27 

固定資産除却損  38 

売上債権の増減額  327 

たな卸資産の増減額  30 

仕入債務の増減額 △236 

未払消費税の増減額  △295 

その他  170 

小計 1,971 

利息及び配当金の受取額  19 

利息の支払額  △65 

法人税等の支払額  △738 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,188 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出  △57 

定期預金の払戻による収入  157 

有形固定資産の取得による支出  △756 

投資有価証券の取得による支出 △3 

投資有価証券の売却による収入  119 

その他  △84 

投資活動によるキャッシュ・フロー △625 

Ⅲ 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 1,200 

短期借入金の返済による支出  △900 

長期借入れによる収入 500 

長期借入金の返済による支出  △1,264 

配当金の支払額 △156 

その他  △26 

財務活動によるキャッシュ・フロー △648 
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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）  

〔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） 

     本邦の売上高は、セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

〔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） 

     海外売上高は、連結子売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
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（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △75 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,452 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,376 

   

 
食品事業 
（百万円） 

飲食店事業 
（百万円） 

運送事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 28,846 937 505 30,290 － 30,290 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 636 636 (636) － 

計 28,846 937 1,142 30,926 (636) 30,290 

営業費用 27,698 900 1,045 29,644 (640) 29,004 

営業利益 1,148 37 96 1,282 3 1,285 
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