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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 9,804 ― 266 ― 301 ― 176 ―
20年3月期第3四半期 9,611 △5.4 121 △63.8 138 △62.0 18 △90.0

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 9.61 ―
20年3月期第3四半期 1.02 ―

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 12,438 7,031 56.5 382.87
20年3月期 11,368 7,003 61.6 381.31

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,031百万円 20年3月期  7,003百万円

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 ― ― ― 5.50 5.50
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.50 5.50

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 12,700 2.6 200 502.1 240 371.8 120 ― 6.53

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） 

※ 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果になる
可能性があります。 
※ 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3四半期  18,392,000株 20年3月期  18,392,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  27,549株 20年3月期  25,714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  18,365,368株 20年3月期第3四半期  18,369,419株
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世界金融市場の混乱の発生が、国内における雇用不安までも拡大し、一般家庭における消費意欲の減退、さらに節

約志向が高まり一段と価値評価が厳しいものとなっております。  

そのような中で当社グループといたしましては、消費者との信頼関係をより一層深めるためには、特に、加工食品

メーカーとして使用している原材料の管理内容を含め開示することが必要であると考えております。現在実行してい

ることは工場見学の強化、大都市圏での展示会の開催、或いは店頭で原材料をお見せし試食していただく活動を重点

的に行っております。その中で、製造工場周辺の住民の皆様を対象にした工場見学会を各地で実施いたしました他、

年末商品であるお正月料理につきましても原材料の徹底した履歴管理の実施、アレルゲン検査の実施により、お客様

にとって安心して購入していただけるような商品作りを行ってまいりました。 

このような活動を行ってまいりました結果、当第３四半期累計期間の売上高は98億４百万円（前年同四半期比１億

93百万円増）となり、売上原価におきましては、原油や穀物などの高騰により原材料費が増加いたしましたが、品質

の向上を目的としたロスの防止からの費用削減に努めました結果、営業利益は２億66百万円（前年同四半期比１億44

百万円増）となりました。これにより経常利益は３億１百万円（前年同四半期比１億63百万円増）となり、これに法

人税等充当額の処理を行った結果、第３四半期純利益は１億76百万円（前年同四半期比１億57百万円増）となりまし

た。 

※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。従いまして、当第３四半期連結累計

期間の連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同四半期比

較に関する情報は参考として記載しております。 

  

 
  

当第３四半期末における資産総額は前連結会計年度末の113億68百万円に対し、10億69百万円増加の124億38百万円

となりました。また負債総額は前連結会計年度末の43億65百万円に対し、10億41百万円増加の54億６百万円、純資産

総額は前連結会計年度末の70億３百万円に対し、27百万円増加の70億31百万円となり、この結果、自己資本比率は

56.5％となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは５億33百万円の増加となりました。主な要因としては税金等調整前四半期利

益の改善、減価償却費の計上となります。投資活動によるキャッシュ・フローは32百万円の減少となりました。主な

要因としては有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは１億52百万円の減少となり

ました。主な要因としては配当金の支払い、借入金の返済によるものです。これらにより、現金及び現金同等物の当

第３四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ３億48百万円増加の32億54百万円となりました。 

  

当第３四半期業績結果は、平成20年5月9日に開示いたしました当期業績予想に対し、堅調に推移しており、通期の

業績予想に変更はございません。 

今後の活動といたしましては、当社グループの食品の安全に対する取組みを広く認識していただくためにお客様が

直接生産現場を評価していただけますよう、７月より実施している工場見学をより充実させてまいります。 

また、原材料履歴におきましてもさらに詳しくお客様にお答えできよう取組みを強化してまいります。このような

活動を通じてお客様からの信頼を深めてまいる所存です。 

支出面におきましては、お金の使用目的を明確にし、そこから三方得になるよう、ロス管理、時間管理を徹底しお

取引先様との共創を図ってまいります。 

  

・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

製 品 別 売 上 高

（単位：千円未満切り捨て）

期別 当第３四半期連結累計期間

（20.4.1～20.12.31）

製品別 金    額 構成比

％
食 肉 加 工 品 8,001,990 79.7

冷 凍 食 品 62,803 0.6

中 華 調 味 料 105,930 1.1

正 月 料 理 1,180,944 11.8

そ  う  菜 436,636 4.3

そ  の  他 253,972 2.5

合   計 10,042,279 100.0

（注）上記は売上割戻控除前の金額であります。

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
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しています。 

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。 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一次差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

当社及び一部の連結子会社については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実行税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

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当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号を適用し、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の切り下げの方法）に変更しております。なお、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③経過勘定項目の算定方法

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

⑤税金費用の計算

(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 3,567,071 2,916,304

受取手形及び売掛金 2,704,858 1,462,874

商品 2,942 3,845

製品 21,706 20,125

半製品 31,803 33,536

原材料 250,309 212,372

仕掛品 45 73

貸倒引当金 △3,107 △3,648

その他 99,350 104,788

流動資産合計 6,674,981 4,750,272

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,063,198 2,249,404

機械装置及び運搬具（純額） 1,502,500 1,775,594

土地 1,143,099 1,143,099

工具、器具及び備品（純額） 54,956 65,218

有形固定資産合計 4,763,755 5,233,316

無形固定資産 59,633 68,273

投資その他の資産 939,814 1,316,793

固定資産合計 5,763,204 6,618,384

資産合計 12,438,185 11,368,656

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 973,435 327,084

短期借入金 2,130,000 2,130,000

1年内返済予定の長期借入金 50,670 67,560

未払法人税等 108,825 47,118

賞与引当金 72,541 87,126

その他 998,354 582,444

流動負債合計 4,333,826 3,241,333

固定負債   

長期借入金 297,670 331,450

繰延税金負債 － 17,250

退職給付引当金 570,467 564,165

長期未払金 204,989 211,178

固定負債合計 1,073,126 1,124,045

負債合計 5,406,953 4,365,378
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,600 919,600

資本剰余金 672,801 672,801

利益剰余金 5,460,543 5,385,015

自己株式 △6,944 △6,508

株主資本合計 7,046,000 6,970,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,768 32,369

評価・換算差額等合計 △14,768 32,369

純資産合計 7,031,231 7,003,277

負債純資産合計 12,438,185 11,368,656
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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 9,804,914

売上原価 6,061,159

売上総利益 3,743,755

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 552,838

販売手数料 240,388

運搬費 1,042,700

販売促進費 380,024

その他 1,261,111

販売費及び一般管理費合計 3,477,063

営業利益 266,691

営業外収益  

受取利息 5,203

受取配当金 8,927

雑収入 8,970

その他 45,559

営業外収益合計 68,662

営業外費用  

支払利息 31,826

その他 1,758

営業外費用合計 33,584

経常利益 301,769

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,152

投資有価証券売却益 256

投資有価証券償還益 5,940

特別利益合計 7,349

特別損失  

投資有価証券評価損 1,282

固定資産処分損 1,144

特別損失合計 2,427

税金等調整前四半期純利益 306,691

法人税等 130,148

四半期純利益 176,542
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 【第３四半期連結会計期間】 
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 3,812,492

売上原価 2,335,461

売上総利益 1,477,031

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 180,923

販売手数料 83,847

運搬費 355,842

販売促進費 128,899

その他 424,561

販売費及び一般管理費合計 1,174,073

営業利益 302,958

営業外収益  

受取利息 1,358

受取配当金 3,134

雑収入 5,169

その他 8,682

営業外収益合計 18,345

営業外費用  

支払利息 10,521

その他 855

営業外費用合計 11,376

経常利益 309,926

特別利益  

貸倒引当金戻入額 △833

投資有価証券償還益 5,940

特別利益合計 5,106

特別損失  

投資有価証券評価損 574

固定資産処分損 928

特別損失合計 1,503

税金等調整前四半期純利益 313,529

法人税等 102,033

四半期純利益 211,495
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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 306,691

減価償却費 534,796

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,585

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,302

長期未払金の増減額（△は減少） △6,189

受取利息及び受取配当金 △16,647

支払利息 31,826

売上債権の増減額（△は増加） △1,241,984

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,707

仕入債務の増減額（△は減少） 646,350

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,290

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,609

その他 359,854

小計 615,024

利息及び配当金の受取額 15,804

利息の支払額 △31,220

法人税等の支払額 △66,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 533,407

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 △42,306

投資有価証券の取得による支出 △1,724

その他 11,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,551

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 △50,670

自己株式の取得による支出 △436

配当金の支払額 △101,014

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 348,766

現金及び現金同等物の期首残高 2,905,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,254,071
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 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) 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)前四半期連結損益計算書
(単位：千円)

科        目

前第３四半期連結会計期間
自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31日

金   額 百分比

%

Ⅰ売上高 9,611,122 100.0

Ⅱ売上原価 5,967,396 62.1

売上総利益 3,643,726 37.9

Ⅲ販売費及び一般管理費 3,521,899 36.6

営業利益 121,827 1.3

Ⅳ営業外収益 56,942 0.5

Ⅴ営業外費用 40,540 0.4

経常利益 138,229 1.4

Ⅵ特別利益 8,551 0.1

Ⅶ特別損失 81,570 0.8

税金等調整前四半期(当期)純利益 65,211 0.7

法人税、住民税及び事業税 39,719 0.4

法人税等調整額 6,677 0.1
四半期純利益 18,814 0.2

(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

科        目

前第３四半期連結会計期間
自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31日

金       額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益 65,211

2 減価償却費 603,714

3 受取利息及び受取配当金 △ 12,502

4 支払利息 31,172

5 売上債権の増減額(増加は△） △ 949,043

6 仕入債務の増減額(減少は△） 458,225

7 たな卸資産の増減額(増加は△） △ 19,731
8 その他 223,641

小計 400,686

9 利息及び配当金の受取額 13,781

10利息の支払額 △ 31,461
11法人税等の支払額 △ 101,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,727

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出 △ 565,630

2 無形固定資産の取得による支出 △ 25,258
3 その他 △ 36,802

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 627,691

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 長期借入金の返済による支出 △ 50,670

2 配当金の支払額 △ 101,040
3 その他 △ 951

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 152,662

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 84

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少は△) △ 498,711

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 3,227,414
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 2,728,703
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