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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 7,783 △17.2 △109 0.0 △144 0.0 △161 0.0
20年3月期第2四半期 9,397 △6.3 △137 0.0 △177 0.0 △290 0.0

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 △16.89 0.00
20年3月期第2四半期 △30.41 0.00

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 8,966 1,511 16.8 158.39
20年3月期 9,861 1,715 17.4 179.83

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,511百万円 20年3月期  1,715百万円

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） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有   

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 16,100 △12.4 30 0.0 △40 0.0 △70 0.0 △7.31

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）  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。  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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。業績予想に関する事項につきましては、２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
報をご参照ください。 
２．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「四半期連結材期諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 0 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 鳥取サガミフーズ株式会社 ）

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  9,570,000株 20年3月期  9,570,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  29,968株 20年3月期  28,137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  9,541,484株 20年3月期第2四半期  9,545,464株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム・ローン問題による世界的な金

融不安、株価、為替の変動により景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移致しました。

当業界におきましては、畜肉類に加え原油・穀物価格の高騰により、国内消費の低迷はさらに進み、引

き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループでは生産効率向上のための品目整理や不採算取引の解消、また、

工場稼働率を高め、製造原価を低減するため受託生産を開始し、コスト削減に取り組んでまいりました。

しかしながら、不採算取引解消の影響や、コスト削減を上回る原料・包装材料等の値上がりにより当第

２四半期連結会計期間は売上高3,972百万円、経常損失25百万円、四半期純損失64百万円となりました。 

なお、当社及びグループ各社は、同一セグメントに属する事業を行っており、事業の種類別セグメント

の状況については記載すべき事項はありません。 
  

  

（資産） 

流動資産の残高は2,993百万円となり、前連結会計年度末比635百万円の減少となりました。これは主に

現金及び預金が489百万円の残高で前連結会計年度末比609百万円の減少となりました。 

固定資産の残高は5,972百万円となり、前連結会計年度末比259百万円の減少となりました。これは主に

投資有価証券の売却により150百万円減少し、有形固定資産の減価償却等により112百万円減少したことに

よるものであります。 
  
（負債） 

流動負債の残高は5,241百万円となり、前連結会計年度末比447百万円の減少となりました。これは主に

その他流動負債で308百万円減少したことと、短期借入金が138百万円減少したことによるものでありま

す。 

固定負債の残高は2,213百万円となり、前連結会計年度末比243百万円の減少となりました。これは主に

長期借入金が235百万円減少したことによるものであります。 
  
（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,511百万円となり、前連結会計年度末比204百

万円の減少となりました。 
  
  

第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月

20日付「平成20年３月期決算短信」にて発表しました平成21年３月期の連結業績予想を修正いたしまし

た。修正内容の詳細につきましては、平成20年11月13日付「特別利益及び特別損失の発生並びに業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成20年５月20日に公表した連結業績予想との差異は次の通りであります。 

  

平成21年３月期 連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（単位：百万円、％） 

 
  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 前回発表予想（Ａ） 16,800 140 10 10

 今回修正予想（Ｂ） 16,100 30 △40 △70

 増減額（Ｂ－Ａ） △700 △110 △50 △80

 増減率 △4.2 △78.6 － －

 （ご参考）前期実績
 （平成20年３月期）

18,375 △123 △213 △300
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（参考） 

 平成21年３月期 個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（単位：百万円、％） 

 
  

  

除外 １社（鳥取サガミフーズ㈱） 
鳥取サガミフーズ㈱は、平成20年４月１日をもって連結子会社であります九州相模ハム㈱に吸収合併

されております。 
  

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、連結会計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。 
  
  

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、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、売上総利益が23,410千円減少、営業損失、経常損

失、税金等調整前四半期純損失が23,410千円それぞれ増加しております。 
  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 前回発表予想（Ａ） 9,350 70 90 40

 今回修正予想（Ｂ） 8,315 △130 △145 △250

 増減額（Ｂ－Ａ） △1,035 △200 △235 △290

 増減率 △11.1 － － －

 （ご参考）前期実績
 （平成20年３月期）

12,897 △243 △208 △349

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 489,728 1,098,769 

受取手形及び売掛金 1,374,050 1,425,994 

有価証券 601 600 

商品 355,658 347,260 

製品 159,622 202,539 

原材料及び貯蔵品 421,384 404,285 

仕掛品 94,765 72,245 

その他 104,023 83,031 

貸倒引当金 △6,269 △5,168 

流動資産合計 2,993,565 3,629,557 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,327,129 2,400,683 

土地 2,362,483 2,362,483 

その他（純額） 566,393 608,154 

有形固定資産合計 5,256,006 5,371,321 

無形固定資産 15,443 17,753 

投資その他の資産 

その他 757,892 900,954 

貸倒引当金 △56,876 △58,056 

投資その他の資産合計 701,015 842,897 

固定資産合計 5,972,465 6,231,972 

資産合計 8,966,030 9,861,530 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,136,775 1,127,601 

短期借入金 3,504,416 3,643,152 

未払法人税等 28,698 31,503 

賞与引当金 123,472 129,054 

その他の引当金 － 1,500 

その他 448,276 756,350 

流動負債合計 5,241,640 5,689,162 

固定負債 

社債 60,000 80,000 

長期借入金 985,850 1,221,120 

退職給付引当金 872,236 855,899 

その他 295,283 299,461 

固定負債合計 2,213,369 2,456,480 

負債合計 7,455,010 8,145,643 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,224,500 1,224,500 

資本剰余金 518,664 518,664 

利益剰余金 △191,197 △30,003 

自己株式 △10,747 △10,424 

株主資本合計 1,541,219 1,702,736 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △27,036 22,185 

繰延ヘッジ損益 △3,162 △9,034 

評価・換算差額等合計 △30,199 13,151 

純資産合計 1,511,020 1,715,887 

負債純資産合計 8,966,030 9,861,530 
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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 7,783,298 

売上原価 6,332,850 

売上総利益 1,450,448 

販売費及び一般管理費 1,560,159 

営業損失（△） △109,711 

営業外収益 

受取利息 388 

受取配当金 7,028 

その他 5,763 

営業外収益合計 13,181 

営業外費用 

支払利息 46,948 

その他 579 

営業外費用合計 47,527 

経常損失（△） △144,057 

特別利益 

固定資産売却益 115 

投資有価証券売却益 60,902 

賞与引当金戻入額 22,427 

その他 7,557 

特別利益合計 91,001 

特別損失 

固定資産処分損 1,433 

投資有価証券評価損 2,567 

減損損失 57,835 

その他 14,829 

特別損失合計 76,665 

税金等調整前四半期純損失（△） △129,721 

法人税、住民税及び事業税 26,925 

法人税等調整額 4,546 

法人税等合計 31,472 

四半期純損失（△） △161,193 
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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（△） △129,721 

減価償却費 131,390 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,336 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,581 

受取利息及び受取配当金 △7,417 

支払利息 46,948 

固定資産売却損益（△は益） △115 

投資有価証券売却損益（△は益） △60,902 

固定資産処分損益（△は益） 1,433 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,567 

減損損失 57,835 

その他の特別損益（△は益） 14,829 

売上債権の増減額（△は増加） 50,941 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,100 

仕入債務の増減額（△は減少） 9,173 

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,306 

未払金の増減額（△は減少） △288,996 

その他 △96,569 

小計 △292,333 

利息及び配当金の受取額 7,560 

利息の支払額 △48,481 

法人税等の支払額 △26,626 

営業活動によるキャッシュ・フロー △359,880 

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 △13 

定期預金の払戻による収入 20,000 

有形固定資産の取得による支出 △22,298 

有形固定資産の売却による収入 115 

投資有価証券の取得による支出 △4,853 

投資有価証券の売却による収入 144,025 

貸付金の回収による収入 1,206 

その他 27,185 

投資活動によるキャッシュ・フロー 165,366 

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） △127,135 

長期借入金の返済による支出 △246,870 

社債の償還による支出 △20,000 

その他 △533 

財務活動によるキャッシュ・フロー △394,539 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △589,053 

現金及び現金同等物の期首残高 1,017,344 

現金及び現金同等物の四半期末残高 428,291 
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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） 

食肉業界は、世界規模での畜肉類の価格高騰に伴う材料費の高騰や国内消費の低迷により、環境が悪

化しております。 

そのような中、当社グループは平成17年３月期より４期連続で営業損失及び当期純損失を計上しまし

た。当第２四半期連結累計期間においても、営業損失109,711千円、四半期純損失161,193千円を計上し

ました。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年４月より３ヵ年を対象とする中期経営計画を策定

し行動を開始しています。その骨子として以下のとおりです。 

①当社グループが得意とする加工品事業（ハム・ソーセージ分野）、特にハイグレード商品（中高級

品）製品群と、認知度（ブランド力）が高い地域へ経営資源を集中する。 

②販売チャネル、ルートセールス体制を抜本的に見直し、旧来の営業システムから脱却する。 

③収益管理・評価システムを抜本的に改善する。 

④品目整理により生産効率を抜本的に改善する。 

上記方針を踏まえ、当第２四半期連結累計期間においても、営業所の統合・不採算取引の整備・品目

整理を実行し利益率の向上に努めました。また、生産効率改善のため製造受託にも積極的に取り組んで

まいりました。 

その結果、当第２四半期会計期間における業績は、営業損失4,816千円と当第１四半期会計期間に比

べ改善しております。 

第３四半期連結会計期間以降も引き続き上記方針を進めてまいります。販売チャネルの開拓を一層進

め営業力の強化を図るとともに、他の製造受託にも取り組んでまいります。以上のような黒字体質転換

に向けた施策を実施してまいります。 

財務状況につきましては、当第２四半期連結会計期間末日の現金及び預金残高、資金繰状況に鑑み、

今後当面の資金調達に支障は生じないものと考えております。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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1．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年30日） 

当社グループは、食肉及び食肉加工品並びに総菜の製造・販売という単一産業区分に属する事業を

行っており、又、市場及び販売方法等につきましても類似しておりますので、事業の種類別セグメン

ト情報の開示を省略しております。 

  

2．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年30日） 

当社グループの事業は全て国内で行われており、該当事項はありません。 

  

3．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９年30日） 

当社グループは、海外売上高がないため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年30日） 

 該当事項はありません。 

  

(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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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

 

「参考資料」

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 9,397,163 100.0

Ⅱ 売上原価 7,731,895 82.3

   売上総利益 1,665,267 17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．販売費 1,420,504

 ２．一般管理費 381,802 1,802,306 19.2

   営業損失 137,038 △1.5

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 1,243

 ２．受取配当金 7,429

 ３．その他 5,910 14,584 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 51,547

 ２．その他 3,570 55,117 0.6

   経常損失 177,572 △1.9

Ⅵ 特別利益

 １．投資有価証券売却益 1,751 1,751 0.0

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産処分損 7,704

 ２．投資有価証券評価損 40,523

 ３．積立保険解約損 4,792

 ４．役員退職慰労引当金 
   繰入額

36,717

 ５．その他 2,625 92,362 1.0

   税金等調整前中間 
   （当期）純損失

268,183 △2.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

24,619

   法人税等調整額 △2,498 22,120 0.2

   中間（当期）純損失 290,304 △3.1
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（要約）前四半期連結キャッシュ・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（当期）純損失 △268,183

   減価償却費 148,568

   投資有価証券売却益 △1,751

   有形固定資産処分損 7,704

   投資有価証券評価損 40,523

   積立保険解約損 4,792

   貸倒引当金の増加額 
   （△は減少額）

4,814

   退職給付引当金の増加額 
   （△は減少額）

△91,911

   役員退職慰労引当金の増加額 47,509

   賞与引当金の増加額 
   （△は減少額）

10,315

   受取利息及び配当金 △8,673

   支払利息 51,547

   売上債権の減少額（△は増加額） 114,852

   たな卸資産の減少額（△は増加額） 81,831

   仕入債務の増加額（△は減少額） △109,198

   未払消費税等の増加額 
   （△は減少額）

△4,569

   その他 54,246

    小計 82,416

   利息及び配当金の受取額 8,165

   利息の支払額 △52,374

   法人税等の支払額 △21,549

   法人税等の還付額 1,990

  営業活動によるキャッシュ・フロー 18,648

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻しによる収入 70,000

   定期預金の預入による支出 △20,012

   有形固定資産の取得による支出 △48,700

   投資有価証券の取得による支出 △4,943

   投資有価証券の売却による収入 12,529

   貸付金の回収による収入 8,633

   その他 21,497

  投資活動によるキャッシュ・フロー 39,005
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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)

Ⅲ 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 89,254

   長期借入金の返済による支出 △273,264

   社債の償還による支出 △20,000

   配当金の支払額 △234

   その他 △633

  財務活動によるキャッシュ・フロー △204,877

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △147,223

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 871,622

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
  （期末）残高

724,399
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販売の状況 

当第２四半期連結会計期間における販売実績は次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

品目 販売高(千円)

加工品

 ロースハム 924,741

 プレスハム 38,403

 ソーセージ 996,278

  計 1,959,423

総菜 363,440

加工肉ほか 1,650,038

合計 3,972,902
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