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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 46,564 2.2 1,349 △23.5 1,209 △30.4 484 △36.8

20年3月期第3四半期 45,543 △4.2 1,763 5.6 1,738 3.9 766 △24.2

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 30.63 ―

20年3月期第3四半期 48.43 ―

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 31,143 17,204 55.2 1,086.84
20年3月期 31,086 16,824 54.1 1,062.70

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,204百万円 20年3月期  16,824百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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 61,165 1.5 1,189 △38.5 1,157 △32.5 505 △19.5 31.81

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、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 
１．本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれておりま
す。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なる可能性があります。 
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。  

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  15,875,000株 20年3月期  15,875,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  44,864株 20年3月期  43,094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  15,831,221株 20年3月期第3四半期  15,834,141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、米国の金融危機に端を発した世界経済の減速や急激な円高

により企業業績が一段と悪化する等、景気の先行きは極めて厳しい状況となりました。 

     当食品業界におきましては、中食業界、外食業界の競争がなお一層激化する一方、原材料価格の高止まりの影

響を受け、経営環境は極めて厳しいものとなりました。さらに国内外で食に関する問題が続発し、食品の「安

全・安心」に対する取り組みが強く求められました。 

     当社グループは、このような経営環境の中で経営基盤の強化ならびに連結子会社の収益改善に努めてまいりま

した。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は465億6千4百万円（前年同期比2.2％増）となりました

が、原材料価格の高止まり等により、経常利益は12億9百万円（前年同期比30.4％減）、四半期純利益は4億8千4

百万円（前年同期比36.8％減）となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

     当社グループの基幹事業である食品事業におきましては、食品の「安全・安心」を徹底するため、品質管理力

を一層強化するとともに、原材料価格の高止まりへの対応、省力化等による生産性の向上ならびにエネルギー使

用量削減等の環境問題への対応に努めてまいりました。商品開発におきましては、商品開発技術のノウハウを活

用し顧客ニーズに対応した商品開発、ならびに革新的な生産機器類の開発に取り組んでまいりました。また、平

成20年12月より秋田工場において冷凍食品の製造を開始いたしました。 

     連結子会社におきましては、事業の再構築等を図り、当社グループの経営改善に努めてまいりました。この結

果、食品事業の売上高は440億9千1百万円（前年同期比1.6％増）となりましたが、原材料価格の高止まり等によ

り、営業利益は11億2千9百万円（前年同期比28.6％減）となりました。 

     飲食店事業におきましては、外食産業における競争が激化する中、新規メニューの開発や九州地区への出店を

図り、業容の拡大に努めてまいりました。この結果、飲食店事業の売上高は16億3千2百万円（前年同期比16.2％

増）となりましたが、営業利益は3千3百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

     運送事業におきましては、新規顧客開拓による業容の拡大ならびにコース再編等による運営力の強化に取り組

んでまいりました。この結果、運送事業の売上高は8億4千万円（前年同期比10.6％増）、営業利益は1億7千9百

万円（前年同期比27.2％増）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、負債及び総資産の状況 

     当第３四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ5千7百万円増

加し、311億4千3百万円となりました。負債につきましては、借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ3

億2千2百万円減少し、139億3千9百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金が増加したこと等に

より、172億4百万円となりました。 

（２）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（以下「資金」という）は17億円となりました。 

     当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

     当第３四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益は10億9千3百万円となり、減価償却費が11億8

千7百万円となったこと等から、営業活動によるキャッシュ・フローは23億円の収入となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

     当第３四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得による支出が12億6千2百万円となったこと等か

ら、投資活動によるキャッシュ・フローは13億5千9百万円の支出となりました。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第３四半期連結累計期間においては、短期借入れによる収入が6億円、長短借入金の返済による支出が16億

円となったこと等から、財務活動によるキャッシュ・フローは11億6千9百万円の支出となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

   通期の業績予想につきましては、原材料価格の高止まりならびに為替相場の動向等不透明な要因もあることか

ら、平成20年5月23日付け当社の「平成20年3月期決算短信」にて発表しました連結業績予想並びに個別業績予想

を現時点では変更いたしません。 

  

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 

 記載すべき事項はありません。 

  

（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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

     たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として移動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。 

  これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ3,943千円減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 ③「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 

 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、連結決算上必要な修正を行っております。 

  これにより損益に与える影響は軽微であります。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

    （追加情報） 

     有形固定資産の耐用年数の変更 

     当社の機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、

第１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

     これにより、営業利益は39,639千円、経常利益、税金等調整前四半期純利益がそれぞれ40,588千円増加してお

ります。 

     なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 1,846,896 2,094,646

受取手形及び売掛金 5,793,561 5,515,303

有価証券 485 2,408

商品 20,401 44,449

製品 160,233 157,613

原材料 496,373 480,713

仕掛品 22,163 17,963

繰延税金資産 242,653 239,491

その他 379,689 367,568

貸倒引当金 △1,925 △6,595

流動資産合計 8,960,533 8,913,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,740,785 22,565,071

減価償却累計額 △13,862,331 △13,267,920

建物及び構築物（純額） 8,878,453 9,297,151

機械装置及び運搬具 8,489,227 7,875,726

減価償却累計額 △6,198,437 △5,942,755

機械装置及び運搬具（純額） 2,290,790 1,932,970

土地 7,376,008 7,385,420

建設仮勘定 88,373 －

その他 899,991 856,825

減価償却累計額 △729,279 △700,571

その他（純額） 170,711 156,254

有形固定資産合計 18,804,337 18,771,797

無形固定資産 93,393 72,273

投資その他の資産   

投資有価証券 413,015 408,209

敷金及び保証金 1,345,412 1,344,980

繰延税金資産 183,835 208,311

その他 1,352,850 1,376,570

貸倒引当金 △9,443 △9,443

投資その他の資産合計 3,285,670 3,328,629

固定資産合計 22,183,401 22,172,701

資産合計 31,143,935 31,086,264
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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 3,098,952 2,931,637

短期借入金 4,013,180 3,836,480

未払金 2,724,310 2,422,795

未払法人税等 334,943 199,673

賞与引当金 169,749 297,567

その他 331,492 99,110

流動負債合計 10,672,629 9,787,263

固定負債   

長期借入金 2,627,225 3,804,385

退職給付引当金 143,609 143,535

役員退職慰労引当金 338,142 327,355

その他 157,563 199,209

固定負債合計 3,266,541 4,474,485

負債合計 13,939,171 14,261,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,541,250 6,541,250

資本剰余金 7,014,370 7,014,370

利益剰余金 3,607,686 3,281,075

自己株式 △14,698 △14,164

株主資本合計 17,148,607 16,822,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,258 97,686

為替換算調整勘定 △33,101 △95,703

評価・換算差額等合計 56,156 1,983

純資産合計 17,204,764 16,824,514

負債純資産合計 31,143,935 31,086,264
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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 46,564,317

売上原価 37,955,199

売上総利益 8,609,117

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 3,466,627

給料及び手当 1,404,201

賞与引当金繰入額 35,640

退職給付引当金繰入額 5,938

役員退職慰労引当金繰入額 14,307

減価償却費 58,776

支払手数料 283,561

研究開発費 461,102

その他 1,529,256

販売費及び一般管理費合計 7,259,412

営業利益 1,349,705

営業外収益  

受取利息 8,668

受取家賃 113,516

その他 52,039

営業外収益合計 174,224

営業外費用  

支払利息 70,891

賃貸費用 85,703

為替差損 139,994

その他 18,339

営業外費用合計 314,928

経常利益 1,209,001

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 604

特別利益合計 604

特別損失  

固定資産除却損 13,099

固定資産売却損 662

減損損失 70,676

賃貸借契約解約損 19,748

その他 11,543

特別損失合計 115,730

税金等調整前四半期純利益 1,093,875

法人税、住民税及び事業税 591,265

法人税等調整額 17,680

法人税等合計 608,945

四半期純利益 484,929
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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 1,093,875

減価償却費 1,187,459

減損損失 70,676

賞与引当金の増減額（△は減少） △127,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,787

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,669

受取利息及び受取配当金 △8,668

支払利息 70,891

有形固定資産除却損 13,099

有形固定資産売却損益（△は益） 662

売上債権の増減額（△は増加） △290,229

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,944

仕入債務の増減額（△は減少） 172,963

未払金の増減額（△は減少） 301,064

未払消費税等の増減額（△は減少） 144,036

その他 177,781

小計 2,792,041

利息及び配当金の受取額 8,668

利息の支払額 △69,592

法人税等の支払額 △430,908

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,300,209

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,500

定期預金の払戻による収入 6,000

有価証券の売却による収入 1,923

有形固定資産の取得による支出 △1,262,765

投資有価証券の取得による支出 △5,192

投資有価証券の売却による収入 401

その他 △93,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,359,638

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 600,000

短期借入金の返済による支出 △120,000

長期借入金の返済による支出 △1,480,460

配当金の支払額 △156,694

その他 △12,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,169,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,249

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,700,096
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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） 

 （注）１．事業区分は事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

     ３．会計処理の方法の変更 

      （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．その他（３）②に記載の通り、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。 

        これにより、当第３四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が3,943千円減少しております。 

      （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） 

        【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）③に記載の通り、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）を適用しております。 

        これによる損益に与える影響は軽微であります。 

     ４．追加情報 

      （有形固定資産の耐用年数の変更） 

        機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を9年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、第

１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

        これにより、当第３四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が39,639千円増加しております。 

  

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業 
（千円） 

運送事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

外部顧客に対する売上高 44,091,232 1,632,591 840,492 46,564,317 － 46,564,317 

セグメント間の内部売上高 － － 1,066,366 1,066,366 (1,066,366) － 

計 44,091,232 1,632,591 1,906,859 47,630,684 (1,066,366) 46,564,317 

営業利益 1,129,072 33,570 179,784 1,342,427 7,278 1,349,705 

事業区分 主要な内容 

食品事業 米飯、調理パン、サラダ、和風惣菜、冷凍食品の仕入・製造・販売 

飲食店事業 飲食店 

運送事業 食品関係等の配送 
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〔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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

〔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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 45,543 

Ⅱ 売上原価 36,805 

売上総利益 8,737 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,973 

営業利益 1,763 

Ⅳ 営業外収益 222 

Ⅴ 営業外費用 248 

経常利益 1,738 

Ⅵ 特別利益 6 

Ⅶ 特別損失  188 

  税金等調整前四半期純利益 1,556 

  税金費用   789 

四半期純利益 766 
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（２）（要約）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（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 
 前年同四半期 

  （平成20年３月期 
第３四半期） 

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 1,556 

減価償却費  1,124 

賞与引当金の増減額  △139 

退職給付引当金の増減額  7 

売上債権の増減額  △51 

仕入債務の増減額 87 

未払金の増減額  78 

その他  △154 

小計 2,507 

利息及び配当金の受取額  17 

利息の支払額  △65 

法人税等の支払額  △1,133 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,326 

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  △1,130 

その他  105 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,024 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,000 

短期借入金の返済による支出  △1,400 

長期借入れによる収入 500 

長期借入金の返済による支出  △1,841 

配当金の支払額 △156 

その他  △27 

財務活動によるキャッシュ・フロー △925 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △634 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,452 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,817 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

     本邦の売上高は、セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

     海外売上高は、連結子売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
食品事業 
（百万円） 

飲食店事業 
（百万円） 

運送事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 43,378 1,404 759 45,543 － 45,543 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 980 980 (980) － 

計 43,378 1,404 1,740 46,523 (980) 45,543 

営業費用 41,798 1,368 1,598 44,765 (985) 43,779 

営業利益 1,580 36 141 1,758 5 1,763 
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