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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 25,275 ― 534 ― 522 ― 253 ―

20年3月期第3四半期 24,957 △1.9 273 △14.7 261 △15.3 △51 ―

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 14.97 ―

20年3月期第3四半期 △3.06 ―

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 19,423 4,303 22.2 253.73
20年3月期 17,628 4,105 23.3 241.90

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,302百万円 20年3月期  4,104百万円

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） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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 32,200 0.3 400 127.2 360 145.9 130 ― 7.65

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、４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．業績予想につきましては、現在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、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上
記予想に関する事項については、添付資料の４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。 
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規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  17,000,000株 20年3月期  17,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  41,417株 20年3月期  34,024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  16,962,105株 20年3月期第3四半期  16,972,966株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

不安の影響が実態経済にも強く反映し、企業収益の悪化による雇用環境にも急速に厳しさを増す状況とな

り、景気の先行きは一段と厳しさが加速しました。 

 当業界におきましては、食の安全に関わる問題の発生や所得の低迷に起因する個人消費の落ち込み等、

厳しい経営環境で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは今年90周年（当社創業1919年）を迎えるに当たり「お客様第一

にあふれる味覚をお届けします」をモットーに安全・安心な製品造りに努め品質保証体制の整備、コンプ

ライアンスを重視した事業活動はもとより、「開発元年」と位置づけ商品開発と経営理念に基づいた人材

育成に注力してまいりました。 

 製造部門におきましては、コストダウンの根本的な見直しを継続実施し、ムダの徹底的排除に努めてま

いりました。また、営業カンパニーにおいては食肉事業部を統合、営業本部と食肉事業部の一元管理によ

る一層の効率的運営を図ってまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は252億75百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は５

億34百万円（前年同期比95.6％増）、経常利益は５億22百万円（前年同期比99.8％増）、四半期純利益は

２億53百万円（前年同期は51百万円の損失）となりました。 

 なお、前年同期比及び前年同期の金額は参考として記載しております。 

  

部門別の業績は次のとおりです。 

  

 加工品部門 

加工品部門については、下半期に入り主要な原料である輸入豚肉価格は徐々に下落基調で推移しました

が、包装資材価格が引き続き上昇するなど厳しい環境のなか、ウインナー・ソーセージの新商品『お肉屋

さんのソーセージ』等は好調に推移し、加工品部門全体の売上を伸ばすことが出来ました。 

その結果、売上高は105億63百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

  

 食肉部門 

食肉部門の国産牛肉については、上半期の国内相場は高値で推移しましたが、不況の深刻化と供給過剰

感から相場も下落したこともあり和牛を中心とした高級部位の低迷に対し、低価格商品は堅調に推移しま

した。国内豚に関しましても同様に相場は下落したにもかかわらず売上高は伸びなやみましたが、銘柄豚

につきましては順調に推移しました。 

 輸入牛肉におきましては、為替円高要因により相場は下落基調で推移し、ニュージーランド産の低価格

商品の売上は順調に推移しました。 

その結果、売上高は138億３百万円（前年同期比0.6％減）となりました。 

  

 惣菜部門 

惣菜部門については、中国製品の安全性をめぐる問題から依然、消費者の不信感は強く中国製品の売上

は大きく低迷したままであり、国内産等に切り替えると共に自社製品のコロッケ等の拡販に注力しました

が、惣菜部門全体の売上は減少しました。 

その結果、売上高は９億９百万円（前年同期比10.8％減）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
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(1)資産、負債、純資産等の状況 

  （資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ17億95百万円増加の194億23百万

円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ19億71百万円増加の96億27百万円となりました。主な要因は、現

金及び預金３億61百万円及び受取手形及び売掛金16億27百万円の増加等によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億76百万円減少の97億96百万円となりました。主な要因は、投

資有価証券の評価替等による81百万円及び有形固定資産の減価償却実施額等による１億26百万円の減少等

によるものであります。 

  （負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億96百万円増加の151億19百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18億75百万円増加の122億19百万円となりました。主な要因は、

支払手形及び買掛金８億31百万円、短期借入金８億７百万円及び未払金２億56百万円の増加等によるもの

であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億78百万円減少の29億円となりました。主な要因は、退職給付

引当金89百万円の増加及び長期借入金３億61百万円の減少等によるものであります。 

 （純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億98百万円増加の43億３百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金２億53百万円の増加及びその他有価証券評価差額金53百万円の減少等によるものであります。

  

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

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は、前連結会計年度末に比べ３億61百万円増

加の26億98百万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は57百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益４億92

百万円、減価償却費２億89百万円及び仕入債務の増加８億34百万円等の増加要因と売上債権の増加16億27

百万円及び法人税等の支払額２億円等の減少要因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１億41百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取得１億38百万

円等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） 

財務活動の結果得られた資金は４億44百万円となりました。主な要因は長期借入金の返済３億73百万円

及び短期借入金の純増額８億20百万円等によるものであります。   

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の見通しにつきましては、引続き世界的金融不況の影響による雇用環境の悪化等により厳しい経営

環境が予想されます。このような状況におきまして当社グループは、10月より広島東洋カープ球団のロゴ

を使用した「カープ商品」ならびにもみじの葉をかたどった「もみじハンバーグ」などの新商品を投入す

る等、販売の強化を図ると共にさらなるローコストオペレーション体制の充実を図り収益の増強に努めて

まいります。通期の連結業績予想につきましては、引き続き厳しい環境ながら平成20年５月15日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。 

 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たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 「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、売上総利益及び営業利益が８百万円、経常利益が８

百万円、税金等調整前四半期純利益が８百万円それぞれ減少しております。 

  

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：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 2,908,823 2,547,630

受取手形及び売掛金 4,919,617 3,292,612

商品及び製品 1,102,253 1,090,426

原材料 536,649 521,118

仕掛品 56,713 58,160

繰延税金資産 59,849 109,804

その他 64,773 46,671

貸倒引当金 △21,664 △11,382

流動資産合計 9,627,016 7,655,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,869,226 3,006,342

土地 3,350,829 3,350,829

その他（純額） 591,077 580,094

有形固定資産合計 6,811,134 6,937,266

無形固定資産 32,051 36,504

投資その他の資産   

投資有価証券 1,628,486 1,709,556

繰延税金資産 1,046,207 998,057

その他 487,216 484,601

貸倒引当金 △208,215 △192,849

投資その他の資産合計 2,953,694 2,999,365

固定資産合計 9,796,880 9,973,136

資産合計 19,423,896 17,628,177
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,365,460 2,534,184

短期借入金 7,726,000 6,918,800

未払法人税等 149,452 119,384

賞与引当金 109,491 216,407

未払金 684,198 427,719

その他 184,866 127,514

流動負債合計 12,219,469 10,344,009

固定負債   

長期借入金 1,074,050 1,435,150

退職給付引当金 1,613,929 1,524,275

役員退職慰労引当金 189,006 196,190

その他 23,500 23,500

固定負債合計 2,900,485 3,179,115

負債合計 15,119,955 13,523,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,691,370 2,691,370

資本剰余金 1,503,937 1,503,937

利益剰余金 69,393 △184,566

自己株式 △8,958 △7,705

株主資本合計 4,255,742 4,003,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,206 101,022

評価・換算差額等合計 47,206 101,022

少数株主持分 991 993

純資産合計 4,303,940 4,105,052

負債純資産合計 19,423,896 17,628,177
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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 25,275,875

売上原価 20,517,074

売上総利益 4,758,800

販売費及び一般管理費 4,223,828

営業利益 534,972

営業外収益  

受取利息及び配当金 23,398

不動産賃貸料 64,037

その他 15,817

営業外収益合計 103,253

営業外費用  

支払利息 114,687

その他 1,338

営業外費用合計 116,026

経常利益 522,199

特別損失  

投資有価証券評価損 28,555

固定資産除却損 834

特別損失合計 29,390

税金等調整前四半期純利益 492,809

法人税、住民税及び事業税 230,364

法人税等調整額 8,486

法人税等合計 238,851

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 253,959
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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 8,881,213

売上原価 7,055,271

売上総利益 1,825,941

販売費及び一般管理費 1,518,388

営業利益 307,553

営業外収益  

受取利息及び配当金 7,437

不動産賃貸料 21,305

その他 7,040

営業外収益合計 35,784

営業外費用  

支払利息 38,352

その他 633

営業外費用合計 38,985

経常利益 304,351

特別損失  

投資有価証券評価損 381

固定資産除却損 36

特別損失合計 417

税金等調整前四半期純利益 303,934

法人税、住民税及び事業税 114,375

法人税等調整額 19,589

法人税等合計 133,964

少数株主損失（△） △2

四半期純利益 169,972
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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 492,809

減価償却費 289,561

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,184

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,647

受取利息及び受取配当金 △23,398

支払利息 114,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89,654

固定資産除却損 834

投資有価証券評価損益（△は益） 28,555

売上債権の増減額（△は増加） △1,627,004

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,482

仕入債務の増減額（△は減少） 834,379

その他 148,017

小計 341,078

利息及び配当金の受取額 23,584

利息の支払額 △106,474

法人税等の支払額 △200,702

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,486

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 △138,889

投資有価証券の取得による支出 △7,983

その他 5,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,139

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） 820,000

長期借入金の返済による支出 △373,900

その他 △1,253

財務活動によるキャッシュ・フロー 444,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 361,193

現金及び現金同等物の期首残高 2,337,630

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,698,823
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分し

た結果、同一事業種類の売上高及び営業損益ならびに資産の額がいずれも全セグメントの90％を超えて

いるので、記載を省略いたしました。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当社及び連結子会社の輸出高はないため、該当事項はありません。  

  

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

(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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前年同四半期に係る連結財務諸表等 

「参考資料」

 （１）四半期連結損益計算書

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（百万円）

Ⅰ 売上高 24,957

Ⅱ 売上原価 20,538

   売上総利益 4,418

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,145

   営業利益 273

Ⅳ 営業外収益 105

   受取利息及び配当金 23

   その他 82

Ⅴ 営業外費用 117

   支払利息 114

   その他 2

   経常利益 261

Ⅵ 特別利益 0

   固定資産売却益 0

Ⅶ 特別損失 189

   固定資産除却損 4

   過年度役員退職慰労引当金繰入額 184

   税金等調整前四半期純利益 71

   法人税、住民税及び事業税 140

   法人税等調整額 △16

   少数株主損失 △0

   四半期純損失 △51
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  （２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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(百万円)

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 71

   減価償却費 311

     貸倒引当金の増減(△)額 △0

     退職給付引当金の増減(△)額 100

     役員退職慰労引当金の増減(△)額 192

     受取利息及び受取配当金 △23

     支払利息 114

   固定資産売却益 △0

   固定資産除却損 4

    売上債権の増(△)減額 △1,279

    たな卸資産の増(△)減額 120

    仕入債務の増減(△)額 526

    その他 43

    小計 183

    利息及び配当金の受取額 23

    利息の支払額 △116

    法人税等の支払額 △79

   営業活動によるキャッシュ・フロー 11

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 △324

    有形固定資産の売却による収入 0

    投資有価証券の取得による支出 △7

   その他 49

   投資活動によるキャッシュ・フロー △281

Ⅲ 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 940

   長期借入金の返済による支出 △404

   配当金の支払額 △50

   その他 △0

   財務活動によるキャッシュ・フロー 484

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減(△)額 213

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,685

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,898
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