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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 3,364 8.2 13 △74.3 24 △58.5 1 △97.1

20年3月期第3四半期 3,109 5.4 54 ― 59 ― 37 ―

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 0.26 ―

20年3月期第3四半期 9.05 ―

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 3,859 1,274 32.8 303.47
20年3月期 3,809 1,275 33.3 303.75

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,267百万円 20年3月期  1,268百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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 4,400 4.7 34 △34.6 38 △34.5 1 △96.9 0.23

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） 

※ 業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年5月23日に公表しました通期連結業績予想について本資料において修正しています。 
２．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関す
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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計原則第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3四半期  4,179,000株 20年3月期  4,179,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,189株 20年3月期  3,189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  4,175,811株 20年3月期第3四半期  4,175,811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の経済は、世界的な金融危機の深刻化により、世界的な需要の減少、

　株価の下落、雇用情勢の悪化、設備投資の抑制、さらには個人消費の減少など、景気悪化の傾向が一段と鮮明にな

　る中で推移いたしました。

　　食品業界におきましては、世界的な食糧価格の高騰を背景に原材料コストが上昇する中、引き続き激しい競争が

　続いておりますが、一方で、中国製輸入食品をめぐる問題や国内での食の信頼を脅かす不祥事等を背景に、消費者

　の食の安心・安全、健康に対する関心は大きく高まっています。

　　そのような中、先駆的に食の安心・安全の確立に取り組んできた当社グループに対して、大きな期待をいただい

　ております。また、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社は、品質や安全に対する厳格な

　取り組みや日本の農業を守り育てる姿勢が消費者の支持を集めており、当社グループの製品に対する需要は増加い

　たしました。

　　一方、飼料を中心とする原材料価格の高騰につきましては、製品の値上げを進めてまいりましたが、10月からさ

　らに飼料価格が上昇したこともあり、吸収しきれない部分が残り減益要因となりました。また、販売費及び一般管

　理費につきましては、内部統制監査対応に伴う経費の増加や役員退職慰労引当金の積み増し等により増加いたしま

　した。さらに投資有価証券の一部について時価が著しく下落したため、評価損を8百万円計上いたしました。

　

　　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は33億64百万円(前年同期比8.2％増）、経常利益は24百万円（前

年同期比58.5％減）、四半期純利益は1百万円（前年同期比97.1％減）となりました。

　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　（製造卸売事業）

　　主力の鶏肉及び冷凍食品は、食の安心・安全への関心の高まりを背景にして、販売は堅調に推移いたしました。

　一方、飼料を中心とする原材料価格の高騰につきましては、飼料安定基金からの補てん金収入の他、製品の値上げ

　を進めてまいりましたが、10月からさらに飼料価格が上昇したことが響き、減益要因となりました。

　　この結果、製造卸売事業の売上は28億43百万円、営業利益は1億86百万円となりました。

　（宅配事業）

　　当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、食の安

　心・安全に対する関心の高まりを背景に、引き続き客単価が前年を上回り、売上高は増加いたしました。

　　この結果、宅配事業の売上高は5億20百万円、営業損失は7百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　①資産、負債及び純資産の状況

　　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50百万円増加し、38億59百万円とな

　りました。これは主に売掛金が1億55百万円、未収入金が45百万円増加したことによるものです。

　　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し、25億84百万円となりました。これは主に長期

　借入金が1億9百万円、買掛金が69百万円増加したことによるものです。

　　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ0.4百万円減少し、12億74百万円となりました。これは主にそ

　の他有価証券評価差額金が2百万円減少したことによるものです。

　②キャッシュ・フローの状況　

　　当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の純減額、

　売上債権の増減額、有形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度に比べ1億65百万円減少し、6億17

　百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動の結果使用した資金は30百万円になりました。

　　これは主として、税金等調整前四半期純利益（15百万円）、減価償却費（1億6百万円）、仕入債務の増加（69百

　万円）等から、売上債権の増加（1億55百万円）、未収入金の増加（45百万円）、たな卸資産の増加（39百万円）

　等を控除したことによるものであります。

　　なお、売上債権の増加につきましては、当社の売上は最需要期である12月が1年で一番多いため、3月末と比べて

　増加したこと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）

　　投資活動の結果使用した資金は1億5百万円になりました。

　　これは主として、有形固定資産の取得による支出（95百万円）及び貸付による支出（19百万円）等から、貸付金

　の回収による収入（32百万円）等を控除した結果によるものであります。
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　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果使用した資金は29百万円になりました。

　　これは主として、短期借入金の純減額（1億80百万円）及び長期借入金の返済による支出（77百万円）等から、

　長期借入による収入（2億36百万円）等を控除した結果によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　最近の業績の動向等を踏まえ、通期の連結業績予想につきまして、平成20年５月23日に公表いたしました数値を修

正しております

　詳細につきましては、平成21年２月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。

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

①棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性が低下していることが明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う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

　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。

　

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法　

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によっておりま　

す。

　また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、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。

 

（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）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」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を第１四半期連結会計期間

から適用し、製品・仕掛品は主として総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）、商品・原材料は主として先入先出法による原価法（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。

③連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産（動物を除く）については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。この変更に伴う影響額は軽微であります。　

④当社の機械装置については、従来、耐用年数を主に９～13年としておりましたが、法人税法の改正を契機とし

て資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より主に７～10年に変更しております。この変更

に伴う影響額は軽微であります。
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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 607,169 773,099

受取手形及び売掛金 634,462 479,411

有価証券 10,395 10,363

商品 17,644 13,699

製品 53,099 29,711

原材料 45,071 39,070

仕掛品 179,587 172,321

その他 360,480 302,528

貸倒引当金 △917 △1,032

流動資産合計 1,906,992 1,819,173

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 653,158 683,476

土地 669,210 669,210

その他（純額） 250,750 235,656

有形固定資産合計 1,573,119 1,588,343

無形固定資産   

のれん 74,057 84,453

その他 20,388 12,281

無形固定資産合計 94,446 96,734

投資その他の資産 284,577 304,831

固定資産合計 1,952,143 1,989,909

資産合計 3,859,136 3,809,082

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 469,329 400,161

短期借入金 1,300,000 1,480,000

未払法人税等 6,983 19,598

賞与引当金 12,995 25,720

その他 352,615 291,924

流動負債合計 2,141,924 2,217,403

固定負債   

長期借入金 237,098 128,030

退職給付引当金 137,353 123,153

役員退職慰労引当金 39,591 29,756

その他 28,214 35,322

固定負債合計 442,257 316,262

負債合計 2,584,182 2,533,666
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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 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 681,030

利益剰余金 △4,390 △131,969

自己株式 △2,525 △2,525

株主資本合計 1,261,775 1,260,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,476 7,734

評価・換算差額等合計 5,476 7,734

少数株主持分 7,701 6,996

純資産合計 1,274,953 1,275,415

負債純資産合計 3,859,136 3,809,082
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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 3,364,172

売上原価 2,648,502

売上総利益 715,669

販売費及び一般管理費 701,698

営業利益 13,971

営業外収益  

受取利息 4,193

受取配当金 546

補填金収入 22,748

その他 5,907

営業外収益合計 33,394

営業外費用  

支払利息 22,334

その他 350

営業外費用合計 22,685

経常利益 24,680

特別利益  

固定資産売却益 1,060

その他 224

特別利益合計 1,284

特別損失  

固定資産売却損 364

固定資産除却損 1,607

投資有価証券評価損 8,410

特別損失合計 10,381

税金等調整前四半期純利益 15,583

法人税、住民税及び事業税 7,259

法人税等調整額 6,527

法人税等合計 13,787

少数株主利益 705

四半期純利益 1,090
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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 15,583

減価償却費 106,361

のれん償却額 10,395

貸倒引当金の増減額（△は減少） △116

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,724

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,834

受取利息及び受取配当金 △4,739

支払利息 22,334

有形固定資産売却損益（△は益） △695

有形固定資産除却損 1,607

投資有価証券評価損益（△は益） 8,410

売上債権の増減額（△は増加） △155,050

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,019

未収入金の増減額（△は増加） △45,045

仕入債務の増減額（△は減少） 69,168

その他 8,868

小計 9,372

利息及び配当金の受取額 4,467

利息の支払額 △21,758

法人税等の支払額 △22,482

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,400

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 △95,533

有形固定資産の売却による収入 3,010

投資有価証券の取得による支出 △15,000

貸付けによる支出 △19,760

貸付金の回収による収入 32,573

ソフトウエアの取得による支出 △10,888

その他 △275

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,873

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） △180,000

長期借入れによる収入 236,400

長期借入金の返済による支出 △77,902

その他 △8,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,898

現金及び現金同等物の期首残高 783,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 617,564
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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）

 
製造卸売事業
（千円）

宅配事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,843,432 520,739 3,364,172 － 3,364,172

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
92,946 2,652 95,598 (95,598) －

計 2,936,378 523,391 3,459,770 (95,598) 3,364,172

営業利益又は営業損失（△） 186,125 △7,269 178,855 (164,884) 13,971

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、業務の専門性及び業態を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商・製品

事業区分 主要な商・製品

製造卸売事業 健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

宅配事業
健康食肉　健康加工食品　健康鶏卵　健康牛乳

有機農産物　一般健康食品等

３．会計方針の変更

（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（３）②に記載のとおり、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。この変更に伴う影響額

は軽微であります。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

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）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（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。

8

㈱秋川牧園（1380）　平成21年3月期　第3四半期決算短信



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,109,078

Ⅱ　売上原価 2,393,491

売上総利益 715,586

Ⅲ　販売費及び一般管理費 661,170

営業利益 54,416

Ⅳ　営業外収益 27,550

Ⅴ　営業外費用 22,425

経常利益 59,541

Ⅵ　特別利益 214

Ⅶ　特別損失 3,559

税金等調整前四半期純利益 56,196

法人税、住民税及び事業税 14,354

法人税等調整額 3,301

少数株主利益 748

四半期純利益 37,792
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