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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） 

（参考）持分法投資損益 平成21年３月期第３四半期 － 百万円 平成20年３月期第３四半期 － 百万円  

(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 609 △37.2 △117 ― △129 ― △464 ―
20年3月期第3四半期 969 △11.3 △44 ― △51 ― △94 ―

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 △205.26 ―
20年3月期第3四半期 △41.80 ―

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 1,118 254 22.7 112.37
20年3月期 1,482 790 53.3 349.11

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  254百万円 20年3月期  790百万円

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 711 △39.2 △153 ― △165 ― △541 ― △239.19

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  

（注）詳細は、２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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、 
多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。  

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  2,265,000株 20年3月期  2,265,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,779株 20年3月期  1,670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  2,263,263株 20年3月期第3四半期  2,264,006株
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 当第３四半期連結会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がきっ

かけとなり不動産業界を中心に破綻が相次ぎ、全体の企業収益も業績の下方修正や赤字転落が続出するなど明確に悪

化し、景気は後退する事となりました。 

 食品業界においては、景気後退の影響を受け、価格競争が激しくなる一方で、産地偽装や異物混入事件をきっかけ

とした消費者の品質要求も高く、商品に対する安全対策などで収益はますます厳しい状況となっています。 

 このような状況の中で当社グループは、中国子会社で生産していた業務用レトルト具材の生産輸入販売から撤退 

し、「フジミネラル麦茶」をはじめとする茶飲料、一定のブランド力を獲得した中国子会社生産品の「ビーフジャー

キー」および業務用乾燥肉具材の製造販売に注力し、収益の向上および損益構造の改革に当たりました。 

 この結果、ビーフジャーキーについては、中国産食品に対する風評被害の影響を受けましたが、根強い需要に支え

られ若干の減少に踏みとどまったものの、主力の麦茶が低調に推移し、一般向商品の売上高は前年同期比若干減とな

りました。その一方で、業務用商品については、既に撤退を発表したレトルト具材について前四半期での出荷を終了

しているほか、残る乾燥肉具材についてもなお中国からの輸入再開に至らず、設備負担が重くなったため、大幅に収

益を下げることとなっております。 

 損益面においては、本社不動産について売却を行う事となった為、減損損失として130百万円を特別損失に計上い 

たしました。 

 以上の結果、当第３四半期の連結業績は、売上高122百万円、営業損失36百万円、経常損失43百万円、四半期純損 

失200百万円となりました。  

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,118百万円となり、負債は863百万円となりました。純資産 

は254百万円となり、自己資本比率は22.7％となりました。  

  

 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、中国からの対日輸出が停止された業務用乾燥肉が輸入再開に至ら

ず、売上が全く計上できなくなったことから売上高が減少、その生産ラインの停止が固定費負担を増加させたほか、既に撤退

を完了している業務用レトルト具材事業関連の資産や人員整理に時間を要したことも固定経費へ負担を与えたこと、また、事

業体制の見直しによる不動産の売却損益、子会社の売却及び子会社に対する債権放棄に係る損失の額等がほぼ確定する見

通しとなったため、平成21年２月10日に連結業績予想の修正を公表しております。  

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

   

棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明 

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。  

  

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 

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 

①重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 棚卸資産 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし 

たが、当第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）が適用されたことに伴い、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）により算定しております。 

これによる損益への影響は軽微であります。 

②連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取 

扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益への影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用 
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 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ 

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適 

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が 

平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることとなったことに 

伴い、当第１四半期連結会計期間以降に開始する所有権移転外ファイナンス・リースからこれらの会計基準 

等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取 

引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

を採用しております。これによる損益への影響は軽微であります。  
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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 63,512 103,368

受取手形及び売掛金 112,691 188,469

製品 35,403 45,026

半製品 1,149 8,703

原材料 52,227 76,647

貯蔵品 390 390

繰延税金資産 － 8,348

その他 8,842 23,617

貸倒引当金 △172 △32

流動資産合計 274,043 454,539

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 166,744 198,743

機械装置及び運搬具（純額） 101,283 103,429

土地 295,420 402,462

リース資産（純額） 6,060 －

建設仮勘定 30,000 －

その他（純額） 4,249 3,370

有形固定資産合計 603,759 708,007

無形固定資産   

借地権 54,519 55,384

リース資産 21,938 －

無形固定資産合計 76,457 55,384

投資その他の資産   

投資有価証券 162,636 176,458

その他 1,200 2,391

貸倒引当金 － △1,138

投資その他の資産合計 163,837 177,711

固定資産合計 844,054 941,103

資産合計 1,118,098 1,395,642
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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 115,566 122,187

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 6,917 －

未払法人税等 814 1,830

賞与引当金 － 11,689

事業整理損失引当金 186,689 －

営業未払金 33,077 27,326

1年内返済予定の長期借入金 100,000 －

その他 67,475 26,977

流動負債合計 810,541 490,012

固定負債   

長期借入金 － 100,000

リース債務 22,481 －

繰延税金負債 20,140 25,768

役員退職慰労引当金 － 49,545

その他 10,606 －

固定負債合計 53,228 175,313

負債合計 863,770 665,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 413,250 413,250

資本剰余金 278,950 278,950

利益剰余金 △491,063 △24,083

自己株式 △782 △754

株主資本合計 200,353 667,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,345 37,545

為替換算調整勘定 24,628 25,408

評価・換算差額等合計 53,974 62,954

純資産合計 254,328 730,316

負債純資産合計 1,118,098 1,395,642
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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 609,451

売上原価 462,094

売上総利益 147,357

販売費及び一般管理費 265,210

営業損失（△） △117,853

営業外収益  

受取利息 61

受取配当金 2,589

雑収入 8,304

営業外収益合計 10,955

営業外費用  

支払利息 9,045

為替差損 11,313

雑損失 2,118

営業外費用合計 22,477

経常損失（△） △129,375

特別利益  

その他 49,560

特別利益合計 49,560

特別損失  

減損損失 130,674

事業整理損失引当金繰入額 221,916

その他 23,264

特別損失合計 375,855

税金等調整前四半期純損失（△） △455,669

法人税、住民税及び事業税 555

法人税等調整額 8,348

法人税等合計 8,903

四半期純損失（△） △464,573
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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。 

  

 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当第３四半

期においても、レトルト具材事業からの撤退に時間を要していることや中国産業務用乾燥肉の対日輸出停止によ

る大幅な採算悪化により営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上しており、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。 

 当該状況を解消すべく、取締役会及び常務会が中心となって策定した事業再建計画をグループ全体において実

施中であり、役員報酬、社員給与及び子会社管理職社員の減俸、事業内容、事業所・組織・人事の構成及び工場

稼働計画の見直しによる組織のコンパクト化、その他一般経費等の見直しを行う事で固定費用の圧縮等合理化を

行う一方で、営業力及び商品開発力の強化に伴う収益力の向上を図っており、昨秋以降の景況や事業環境の悪化

にも、計画を継続的に見直しながら対応を続けております。 

 これに伴い、国内の２工場を１工場に統廃合するほか、中国子会社チンタオ石垣食品有限公司を他社へ譲渡す

ることを決定いたしました。チンタオ石垣食品は従来、レトルト具材と業務用乾燥肉を生産して参りましたが、

レトルト具材が不振であり既に撤退していること、業務用乾燥肉の対日輸出再開の目処が立たないこと及び従来

からの赤字財政にこれらが更なる悪化要因となったことから、譲渡を決定いたしました。 

 以上の計画を確実に実行することで、当社グループの収支及び損益の改善が進み、財務状況及び連結業績は来

期より大幅に改善するものと考えております。チンタオ石垣食品の譲渡契約は既に１月22日に締結しており、国

内工場の統廃合も存続工場において廃止工場の生産設備の受入れや、廃止工場の売却準備が着実に進行しており

ます。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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。  
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