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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 64,167 ― 1,014 ― 1,030 ― 495 ―

20年3月期第3四半期 62,640 2.9 1,188 △14.2 1,259 △13.2 684 △10.0

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3四半期 27.25 ―

20年3月期第3四半期 37.46 ―

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3四半期 37,519 17,565 46.8 969.32
20年3月期 33,836 17,423 51.5 957.23

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,565百万円 20年3月期  17,423百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  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 85,600 4.3 1,390 13.6 1,420 8.3 725 9.4 39.72

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．その他をご覧下さい。  

(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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりますので実際の業績等は、上記予想と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３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。  

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3四半期  18,284,304株 20年3月期  18,284,304株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  162,391株 20年3月期  82,376株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  18,183,199株 20年3月期第3四半期  18,261,932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３四半期連結累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

端を発した金融市場の混乱から為替、株式市場が大きく変動するなか、雇用、所得環境

も悪化し景気の減速感が一段と増大いたしました。 

当食品業界におきましても、偽装表示等の食の信頼性を揺るがす事件が消費低迷に拍車

をかけ、厳しい経営環境が続きました。 
このような状況のなかで当社グループは、食の安心、安全に対する信頼性の維持・向上

に努め、売上確保に注力いたしましたが、消費が低迷するなか、厳しい状況が続きまし

た。そのようななかにあって平成 20 年２月に新設稼働した株式会社ポートシェフ（神戸

市東灘区）は、期初より順調な稼働を続け、惣菜品群の売上拡大に寄与するとともに、

全社をあげて取り組んだ年末のおせち商戦も順調に推移いたしました。 
一方、原価面におきましては、引き続き材料費率・生産性を意識した商品開発や生産体

制の整備等、コスト低減策に取り組みましたが、まだ満足のいく状況ではなく、さらに

きめ細かなコスト管理に注力しております。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 64,167 百万円(前年同期比

2.4％増)、営業利益 1,014 百万円(前年同期比 14.7％減)、経常利益 1,030 百万円(前年同

期比 18.2％減)となり、四半期純利益は 495 百万円(前年同期比 27.6％減)となりました。 

 
 ｢連結経営成績における定性的情報｣における前年同四半期増減率につきましては、参

考として記載しております。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 3,683 百

万円増加し 37,519 百万円となりました。 

  流動資産において、当第３四半期連結会計期間末日が銀行休業日による入金のずれ等

による売掛金及び受取手形の増加 7,077 百万円および現金預金の減少 3,735 百万円が大

きく影響して 3,349 百万円増加するとともに、土地等の増加により固定資産が 334 百万

円増加したことによるものであります。 

  負債につきましては、借入金や役員退職慰労引当金等が減少したものの、流動資産と

同様に当第３四半期連結会計期間末日が銀行休業日の影響等により支払手形及び買掛金

で 3,626 百万円、未払金で 1,543 百万円増加したことにより、3,541 百万円の増加となり

ました。また、純資産は 17,565 百万円と、前連結会計年度末に比べ 142 百万円増加した

ものの、総資産が大きく増加したことにより自己資本比率は前連結会計年度末の 51.5%

から 46.8%となりました。 

 (キャッシュ・フローの状況) 

  営業活動による資金の減少は 393 百万円となりました。これは、税金等調整前四半期

純利益 929 百万円、仕入債務の増加額 3,626 百万円、未払金の増加額 1,624 百万円など

資金の増加要因がありましたが、売上債権の増加額 7,077 百万円、法人税等の支払額 514

百万円などにより資金が減少したことによるものであります。 
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  投資活動による資金の減少は 1,288 百万円となりました。これは、投資有価証券の売

却による収入 45 百万円など資金の増加要因もありましたが、有形固定資産の取得による

支出 1,283 百万円が主な要因であります。 

  財務活動による資金の減少は 2,053 百万円となりました。これは、短期借入金の純増

加額が 5,003 百万円、長期借入れによる収入が 1,200 百万円ありましたが、長期借入金

の返済による支出 4,340 百万円、社債の償還による支出 3,500 百万円、配当金の支払額

272 百万円などにより資金が減少したことによるものであります。 

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前

連結会計年度末に比べて 3,735 百万円減少し 1,580 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間における売上高は、消費低迷が加速し、厳しい状況ではあ

りましたが、年末のおせち商戦も順調に乗り切ることができ、また、大手コンビニエン

スストアの売上が引き続き堅調な動きを示しており、昨年２月に新設稼働した株式会社

ポートシェフ(神戸市東灘区)も順調な稼働を続けております。 

損益面におきましては、原材料価格等が高止まりするなか、今後とも予断を許さない

状況にはありますが、ロス管理、生産性向上等、これまで取り組んできたコスト管理効

果も序々に表れてきており、引き続ききめ細かなコスト管理に取り組んでおります。 

  以上のことから、平成 21 年３月期通期連結業績予想につきましては、一部変動懸念が

あるものの、当初予想の変更はありません。 

なお、平成 20 年 10 月 10 日に公表いたしましたトオカツ・ホールディングス株式会社

による当社株券に対する公開買付け(買付期間：平成２0 年 10 月 14 日～平成 20 年 11 月

26 日)は、多数の株主様のご賛同をいただき成立いたしました。現在、全部取得に向けた

手続きを進めておりますが、問題なく順調に推移していることから上記連結業績予想を判

断する上では、考慮しておりません。 

 

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 

棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、帳

簿たな卸により算定しております。 

 

(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 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業

会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針 14 号）を当連結会計年度から適用して

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。 
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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、総平均に

よる原価法から総平均法による原価法（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。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③「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するこ

とにしております。 

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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期

末残高相当額を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっ

ております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に 391,546

千円計上されております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

減価償却資産の耐用年数等に関する平成 20 年度法人税法の改正に伴い、第１四半期

連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益

は 43,221 千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 43,435 千円増加し

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,580,508 5,315,812 

受取手形及び売掛金 15,023,606 7,946,264 

商品 75,187 64,278 

製品 352,505 509,749 

原材料 416,713 406,541 

その他 820,635 676,243 

貸倒引当金 △71,892 △70,884 

流動資産合計 18,197,264 14,848,006 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,985,325 6,093,135 

土地 7,350,770 7,075,008 

その他（純額） 3,271,849 2,986,185 

有形固定資産合計 16,607,944 16,154,329 

無形固定資産 74,362 74,743 

投資その他の資産   

投資有価証券 942,322 1,039,119 

その他 1,699,427 1,721,431 

貸倒引当金 △1,458 △1,465 

投資その他の資産合計 2,640,291 2,759,084 

固定資産合計 19,322,599 18,988,158 

資産合計 37,519,863 33,836,164 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,210,641 4,584,533 

短期借入金 5,103,246 1,814,572 

未払金 5,055,815 3,512,767 

未払法人税等 129,697 267,603 

賞与引当金 148,310 339,470 

その他 643,398 1,593,378 

流動負債合計 19,291,108 12,112,324 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

固定負債   

社債 － 2,460,000 

長期借入金 － 1,425,662 

退職給付引当金 65,350 59,910 

役員退職慰労引当金 140,522 196,287 

その他 456,906 158,579 

固定負債合計 662,778 4,300,438 

負債合計 19,953,887 16,412,762 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,471,771 5,471,771 

資本剰余金 6,227,179 6,227,179 

利益剰余金 5,939,574 5,717,130 

自己株式 △99,401 △42,663 

株主資本合計 17,539,123 17,373,417 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,853 49,984 

評価・換算差額等合計 26,853 49,984 

純資産合計 17,565,976 17,423,402 

負債純資産合計 37,519,863 33,836,164 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 64,167,265

売上原価 51,664,043

売上総利益 12,503,222

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 6,166,785

その他 5,322,063

販売費及び一般管理費合計 11,488,849

営業利益 1,014,372

営業外収益  

受取利息 8,175

受取配当金 24,454

受取賃貸料 87,452

雑収入 89,436

営業外収益合計 209,518

営業外費用  

支払利息 84,282

賃貸費用 16,470

雑損失 92,891

営業外費用合計 193,644

経常利益 1,030,246

特別利益  

投資有価証券売却益 16,820

その他 6,832

特別利益合計 23,652

特別損失  

役員退職慰労金 18,933

繰上弁済清算金 77,474

その他 27,971

特別損失合計 124,379

税金等調整前四半期純利益 929,518

法人税、住民税及び事業税 321,267

法人税等調整額 112,778

法人税等合計 434,046

四半期純利益 495,472
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 929,518

減価償却費 1,201,082

のれん償却額 5,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,440

貸倒引当金の増減額（△は減少） 999

受取利息及び受取配当金 △32,630

支払利息及び社債利息 84,282

投資有価証券売却損益（△は益） △16,820

投資有価証券評価損益（△は益） 18,468

有形固定資産除却損 8,390

有形固定資産売却損益（△は益） 1,113

売上債権の増減額（△は増加） △7,077,342

たな卸資産の増減額（△は増加） 136,163

仕入債務の増減額（△は減少） 3,626,107

未払金の増減額（△は減少） 1,624,646

長期未払金の増減額（△は減少） △3,760

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55,765

その他の流動資産の増減額（△は増加） △98,705

その他の流動負債の増減額（△は減少） △186,631

小計 169,658

利息及び配当金の受取額 35,130

利息の支払額 △83,523

法人税等の支払額 △514,336

営業活動によるキャッシュ・フロー △393,071

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 △1,283,807

有形固定資産の売却による収入 14,744

投資有価証券の取得による支出 △3,904

投資有価証券の売却による収入 45,620

投資その他の資産の増減額（△は増加） △61,039

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288,387

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） 5,003,246

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △4,340,234

社債の償還による支出 △3,500,000

リース債務の返済による支出 △87,773

自己株式の取得による支出 △56,737

配当金の支払額 △272,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,053,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,735,304

現金及び現金同等物の期首残高 5,315,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,580,508
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           トオカツフーズ（株）（2909） 平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
当第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期連結損益計算書             （単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年 ４月 １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 62,640,602

Ⅱ 売上原価 50,288,707

売上総利益 12,351,895

Ⅲ 販売費及び一般管理費 11,163,216

営業利益 1,188,679

Ⅳ 営業外収益 191,675

受取利息 9,114

受取配当金 17,894

賃貸収入 87,902

雑収入 76,763

Ⅴ 営業外費用 121,210

支払利息 80,160

賃貸費用 17,046

その他 24,003

経常利益 1,259,144

Ⅵ 特別利益 30,906

投資有価証券売却益 22,738

工場進出助成金 8,168

Ⅶ 特別損失 63,510

固定資産売却損 14,981

固定資産除却損 9,654

製品回収費 25,842

長期差入保証金償却損 10,032

その他 3,000

税 金 等 調 整 前 

四 半 期 純 利 益 
1,226,539

法人税、住民税及び事業税 443,662

法 人 税 等 調 整 額 98,868

四 半 期 純 利 益 684,008
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前四半期連結キャッシュ・フロー計算書          （単位：千円） 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年 ４月 1 日 

至 平成 19 年 12 月 31 日） 

区  分 金  額 

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利益 1,226,539 

減価償却費 1,096,443 

のれん償却額 63,095 

退職給付引当金の増加額 6,550 

貸倒引当金の増加額 8,271 

受取利息及び受取配当金 Δ27,009 

支払利息 80,160 

投資有価証券売却益 Δ22,738 

有形固定資産除却損 9,654 

有形固定資産売却損 14,981 

売上債権の増加額 Δ1,905,324 

たな卸資産の増加額 Δ76,546 

仕入債務の増加額 925,689 

未払金の増加額 328,197 

長期未払金の減少額 Δ7,170 

役員退職慰労引当金の増加額 5,769 

その他流動資産の増加額 Δ104,834 

その他流動負債の減少額 Δ83,189 

小  計 1,538,538 

利息及び配当金の受取額 29,509 

利息の支払額 Δ84,825 

法人税等の支払額 Δ808,742 

営業活動によるキャッシュ・フロー 674,479 

Ⅱ 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 Δ807,716 

有形固定資産の売却による収入 5,392 

投資有価証券の取得による支出 Δ52,081 

投資有価証券の売却による収入 89,052 

長期差入保証金等の減少額 40,431 

投資活動によるキャッシュ・フロー Δ724,920 

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 925,000 

長期借入による収入 1,035,000 

長期借入金の返済による支出 Δ607,294 

社債の償還による支出 Δ2,210,000 

自己株式の取得による支出 Δ17,687 

配当金の支払額 Δ219,032 

財務活動によるキャッシュ・フロー Δ1,094,014 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 Δ1,144,455 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,157,798 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,013,343 
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