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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 126,176 ― 985 ― 1,131 ― 308 ―
20年3月期第2四半期 118,314 7.4 649 17.4 988 41.8 127 △48.6

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 4.13 4.13
20年3月期第2四半期 1.73 1.73

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 86,011 23,520 26.9 309.64
20年3月期 81,023 23,517 28.6 310.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  23,110百万円 20年3月期  23,146百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

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 240,000 0.4 2,450 3.8 2,550 △4.7 1,000 12.7 13.40

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．上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績は、今後様々な要因により、上記予 
想と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は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内
閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を早期に適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  87,759,216株 20年3月期  87,759,216株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  13,120,798株 20年3月期  13,113,715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  74,641,260株 20年3月期第2四半期  73,816,377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、原油高や原材料価格の高騰、サブプライムローン問
題に端を発した世界的な金融市場の混乱の影響により企業業績の先行きに陰りが見え、景気の減速感が強
まる状況となっております。 
 食肉業界におきましては、国際的な穀物価格の高騰や輸入食肉原料の価格上昇に加え、物流コストの増
加や相次ぐ生活必需品の値上げにより個人消費が伸び悩む大変厳しい経営環境となりました。また、農薬
混入事件・偽装表示など食の安全を脅かす不祥事が多発し、安全・安心を求める消費者の国産品志向がよ
り一層の高まりを見せました。 
 このような状況の中、当社グループは消費者ニーズに極力添えるよう商品の取扱いの質・量の改善に努
め、また、５年来、取り組んでおります『ＳＱＦ２０００』により全社員の安全・安心への意識も高ま
り、時宜を得た対応を行って取扱量の拡大に努めてまいりました。 
当社グループの基幹事業であります食肉では、国産牛肉は上半期の全国出荷頭数が前年同期に比べ増加

いたしましたが、消費者の生活防衛意識が高まる中、和牛・交雑種牛の高価格品や高級部位の買い控えに
より相場が下落し、売上高は減少いたしました。 
 国産豚肉は、上半期の全国出荷頭数が前年同期に比べ減少しましたが、堅調な需要に支えられ、卸売価
格の高値安定が続きました。当社グループでは豚の肥育事業や集荷基盤の拡充を推進し、安全・安心な商
品の取扱いの拡大と加工工場の生産体制の強化を行って拡販に努め、売上高は増加いたしました。 
 国産鶏肉は、牛肉・豚肉の代替需要、輸入鶏肉価格の高騰の影響を受けて国産品へのシフトもあり、取
扱量、売上高ともに増加いたしました。 
 輸入牛肉は、豪州産はロシアや韓国など買付意欲が旺盛であったことなどから現地の価格の値上がりが
起こり、輸入量や市中在庫の減少により国内の卸売価格も上昇いたしました。また、米国産牛肉は現地価
格が高く、日本での需要は低迷しました。こうした中で当社グループは、新規取引先の拡大と深耕拡売を
通じて取扱量、売上高、利益の拡大に努めました。 
輸入豚肉は、取扱量、売上高とも減少しましたが、オリジナルブランドの定着、仕入国の多角化を通じ

て利益率の向上に努めました。 
 輸入鶏肉は、ブラジル産の現地高に伴う国内価格上昇により、取扱量、売上高とも伸ばすことができま
した。これらの結果、食肉の売上高は1,035億53百万円となりました。 
 加工食品は、中国産の冷凍食品事件以降、中国産製品の購入を控える動きが顕著となり、市場が混乱し
ましたが、当社は自社工場製造のハンバーグ・焼肉を中心に販促活動を強化し、取扱数量、売上高とも増
加いたしました。加工食品の売上高は136億92百万円となりました。 
 ハム・ソーセージは、「フェストエッセンシリーズ」を中心としたコンシューマー商品の営業強化を行
った結果、取扱量、売上高とも増加いたしました。ハム・ソーセージの売上高は45億21百万円となりまし
た。 
その他では、一般食料品販売、麺類の製造販売等に加えて、本年４月にレストラン「ふらんす亭」等を

運営する㈱フードデザインの全株式を譲り受けたことなどにより、売上高は大幅に増加いたしました。そ
の他の売上高は44億9百万円となりました。 
 以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,261億76百万円、営業利益は9億85百万円、経常利
益は11億31百万円となり、当四半期純利益は3億8百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べて、34億35百万円増加し、537億

70百万円となりました。これは、主として現金及び預金が減少する一方、売掛金、商品及び製品が増加し
たことによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて、15億58百万円増加し、322億35百万円となりました。これ
は、リース取引に関する会計基準の適用に伴い、主としてリース資産が4億7百万円増加したことに加え、
土地、機械装置及び運搬具が増加したことによります。 
 この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて、49億88百万円増加し、860億11百万円となりまし
た。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末と比べて、60億21百万円増加し、489億89百万円となりました。これ

は、主として支払手形、短期借入金、買掛金が増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて、10億35百万円減少し、135億1百万円となりました。これは、
主として長期借入金が減少したことによります。 
 この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて、49億85百万円増加し、624億91百万円となりま
した。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて、3百万円増加し、235億20百万円となりました。 

・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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(2) キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

77億77百万円となりました。当第２四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） 
当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、使用した資金は25億14百万円となりました。 

これは主に、たな卸資産の増加額29億37百万円、仕入債務の増加額29億56百万円及び売上債権の増加額19
億70百万円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） 
当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、使用した資金は13億34百万円となりました。 

これは主に、固定資産の取得による支出10億70百万円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） 
当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は8億23百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払額5億22百万円と社債の償還による支出2億88百万円によるものであります。 
  

今後の見通しにつきましては、世界規模で景気が急減速している中、わが国においても景況感は一段と
厳しさを増してきています。食肉業界においては、国際的な穀物価格の高騰や輸入食肉原料の価格上昇な
どの影響に加え、個人消費の低迷等下半期についてはさらに厳しい需要動向となることが予想されます。
 かかる状況の下、当社グループは本年10月１日付にて組織の再編成を行いました。これによりまして、
企業経営の効率化、営業力の強化拡大策を推進し、集荷基盤の拡充と食品の安全性を確保するための投資
を行って、お客様のニーズに沿った安全・安心な食材を正確に提供することを心懸けてまいります。 
平成21年３月期の業績予測につきましては、国内景気の先行きが極めて不透明であること、為替相場の

変動もあって飼料価格や原料仕入価格が不透明であることから、第２四半期連結累計期間における業績の
進捗を勘案し、平成20年８月12日決算発表時の業績予想から変更はありません。連結売上高2,400億円、
連結営業利益24億50百万円、連結経常利益25億50百万円、連結当期純利益は10億円を見込んでおります。
 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 
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の適用 
「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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、
経常利益及び税金等調整前四半期純利益が318百万円それぞれ減少しております。 
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 
「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」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
④リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月

30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期
間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上
しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 この結果、変更による損益に与える影響は軽微であります。 
⑤有形固定資産の耐用年数の変更 
当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数の見積りについては、平成20年度の法人税法の改正を

契機として見直しを行い、第１四半期連結会計期間より変更しております。 
 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

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：百万円） 

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 8,036 12,550 

受取手形及び売掛金 26,725 24,323 

商品及び製品 11,567 9,389 

仕掛品 610 554 

原材料及び貯蔵品 1,363 601 

その他 5,558 2,972 

貸倒引当金 △91 △56 

流動資産合計 53,770 50,334 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 9,917 9,970 

土地 8,625 8,350 

その他（純額） 2,847 2,455 

有形固定資産合計 21,390 20,776 

無形固定資産 

のれん 581 348 

その他 212 155 

無形固定資産合計 793 504 

投資その他の資産 10,051 9,396 

固定資産合計 32,235 30,676 

繰延資産 5 11 

資産合計 86,011 81,023 
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（単位：百万円） 

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 14,983 11,665 

短期借入金 20,771 18,587 

未払法人税等 882 864 

賞与引当金 1,430 972 

その他 10,921 10,877 

流動負債合計 48,989 42,968 

固定負債 

社債 2,280 2,568 

長期借入金 7,956 9,394 

退職給付引当金 1,693 1,694 

役員退職慰労引当金 5 400 

その他 1,567 480 

固定負債合計 13,501 14,537 

負債合計 62,491 57,506 

純資産の部 

株主資本 

資本金 9,899 9,899 

資本剰余金 10,618 10,618 

利益剰余金 4,891 5,106 

自己株式 △2,245 △2,243 

株主資本合計 23,164 23,380 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 169 10 

繰延ヘッジ損益 △99 △144 

為替換算調整勘定 △122 △100 

評価・換算差額等合計 △53 △234 

少数株主持分 409 370 

純資産合計 23,520 23,517 

負債純資産合計 86,011 81,023 
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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：百万円） 

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 126,176 

売上原価 115,246 

売上総利益 10,930 

販売費及び一般管理費 9,945 

営業利益 985 

営業外収益 

受取利息 34 

受取配当金 37 

不動産賃貸料 304 

受取保険金及び配当金 161 

持分法による投資利益 26 

その他 208 

営業外収益合計 773 

営業外費用 

支払利息 376 

不動産賃貸費用 115 

その他 135 

営業外費用合計 627 

経常利益 1,131 

特別利益 

固定資産売却益 2 

補助金収入 29 

特別利益合計 32 

特別損失 

固定資産売却損 6 

固定資産除却損 115 

減損損失 42 

投資有価証券評価損 23 

店舗閉鎖損失 8 

特別損失合計 196 

税金等調整前四半期純利益 967 

法人税、住民税及び事業税 852 

法人税等調整額 △218 

法人税等合計 634 

少数株主利益 24 

四半期純利益 308 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

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 967 

減価償却費 811 

減損損失 42 

のれん償却額 105 

賞与引当金の増減額（△は減少） 457 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △395 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51 

受取利息及び受取配当金 △72 

支払利息 376 

持分法による投資損益（△は益） △26 

固定資産売却損益（△は益） 4 

固定資産除却損 115 

投資有価証券評価損益（△は益） 23 

売上債権の増減額（△は増加） △1,970 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,937 

前渡金の増減額（△は増加） △1,862 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,956 

その他 25 

小計 △1,327 

利息及び配当金の受取額 78 

利息の支払額 △419 

法人税等の支払額 △846 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,514 

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 △129 

定期預金の払戻による収入 141 

固定資産の取得による支出 △1,070 

固定資産の売却による収入 20 

投資有価証券の取得による支出 △27 

投資有価証券の売却による収入 1 

短期貸付金の増減額（△は増加） △13 

長期貸付けによる支出 △284 

長期貸付金の回収による収入 189 

子会社株式の取得による支出 △45 

その他 △116 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,334 
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（単位：百万円） 

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) 

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） 2,235 

長期借入れによる収入 250 

長期借入金の返済による支出 △2,498 

リース債務の返済による支出 △12 

社債の償還による支出 △288 

自己株式の取得による支出 △3 

自己株式の売却による収入 1 

配当金の支払額 △522 

少数株主からの払込みによる収入 20 

その他 △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー △823 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,691 

現金及び現金同等物の期首残高 12,280 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,777 
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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。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める食肉の製造及び販売の割合が、いずれ

も90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 
  

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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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」

(1) （要約）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(百万円)

 売上高 118,314

 売上原価 108,626

 売上総利益 9,687

 販売費及び一般管理費 9,038

 営業利益 649

 営業外収益 1,020

  受取利息 29

  受取配当金 76

  不動産賃貸収入 302

  保険金収入 171

  持分法による投資利益 31

  その他 410

 営業外費用 681

  支払利息 423

  不動産賃貸費用 115

  その他 142

  経常利益 988

 特別利益 84

  固定資産売却益 1

  投資有価証券売却益 44

  貸倒引当金戻入益 19

  投資損失引当金戻入益 19

 特別損失 533

  固定資産売却損 3

  固定資産除却損 76

  投資有価証券売却損 6

  役員退職慰労金 86

  役員退職慰労引当金繰入額 329

  その他 30

 税金等調整前中間純利益 538

 法人税、住民税及び事業税 662

 法人税等調整額 △259

 少数株主利益 7

 中間純利益 127
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(2) （要約）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(百万円)

  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 538
   減価償却費 741
   賞与引当金の増加額 357
   退職給付引当金の減少額 △  29
   役員退職慰労引当金の増加額 376
   貸倒引当金の減少額 △  71
   のれん償却額 90
   受取利息及び受取配当金 △  105
   持分法による投資利益 △  31
   投資有価証券売却益 △  44
   投資有価証券売却損 6
   支払利息 423
   固定資産売却除却損 80
   固定資産売却益 △   1
   売上債権の増加額 △  822
   たな卸資産の増加額 △ 2,165
   前渡金の減少額 1,873
   仕入債務の増加額 1,126
   その他 △  234
    小計 2,109
   利息及び配当金の受取額 114
   利息の支払額 △  459
   保険金収入 10
   法人税等の支払額 △  222
   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,553
  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 △  121
   定期預金の払戻による収入 131
   投資有価証券の取得による支出 △  97
   投資有価証券の売却による収入 499
   固定資産の取得による支出 △  841
   固定資産の売却による収入 30
   短期貸付金の純増加額 △  12
   長期貸付金による支出 △  187
   長期貸付金の回収による収入 59
   その他 50
  投資活動によるキャッシュ・フロー △  488
  財務活動によるキャッシュ・フロー
   短期借入金の純増加額 490
   長期借入金による収入 326
   長期借入金の返済による支出 △  1,988
   社債償還による支出 △  288
   自己株式の取得による支出  △ 3
   自己株式の売却による収入 712
   配当金の支払額 △  505
   その他 △ 4
  財務活動によるキャッシュ・フロー △  1,259
  現金及び現金同等物に係る換算差額 8
  現金及び現金同等物の減少額 △  185
  現金及び現金同等物の期首残高 4,735
  新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 126
  現金及び現金同等物の中間期末残高 4,675
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