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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 185,235 ― 1,531 ― 1,700 ― 141 ―
20年3月期第3四半期 181,463 6.0 1,949 5.5 2,307 19.2 762 △21.5

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 1.90 1.90
20年3月期第3四半期 10.29 10.29

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 89,344 23,093 25.3 302.71
20年3月期 81,023 23,517 28.6 310.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,593百万円 20年3月期  23,146百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 7.00

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 240,000 0.4 2,450 3.8 2,550 △4.7 500 △43.6 6.70

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．上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後様々な要因により、上記予
想と異なる結果と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は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣
府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を早期に適用しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  87,759,216株 20年3月期  87,759,216株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  13,123,313株 20年3月期  13,113,715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  74,640,265株 20年3月期第3四半期  74,092,658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、米国の金融危機に端を発した世界的な金融市場の混
乱を背景に、景気の減速感が一段と鮮明になりました。特に昨年９月以降は、株安、円高の加速、雇用環
境の悪化等が急速に進行し、経済危機がより深刻度を増した状況となりました。 
 食肉業界におきましては、消費者の生活防衛意識が高まり、個人消費が伸び悩む大変厳しい経営環境と
なり、また一方で食の安全や信頼を脅かす不祥事が多発し、安全、安心志向がますます高まりを見せまし
た。 
 このような状況の中、事業経営のより一層の迅速化と効率化を目的とし、当社は平成20年10月１日付を
もって全国の事業所を東西南北の４つの販社に分社し、事業持株会社へ移行いたしました。この分社によ
って食肉卸売をグループの中核事業としつつ、食肉製品の製造販売事業のそれぞれを個別企業で自由に強
化発展できる体制が整いました。 
 当社グループは、平成14年以降取り組んでおります『ＳＱＦ２０００』の確実な運用とグループ全施設
の認証取得推進に注力し、消費者の皆様にご満足をいただけるよう、安全、安心、正確な商品の供給とサ
ービスの向上に努めてまいりました。 
 取扱品目別では、国産牛肉は和牛の低迷が顕著に現れ、低価格志向がより鮮明なマーケットとなりまし
た。需要の高い乳牛去勢の集荷・販売に注力し販売量の確保をすすめましたが、前年実績をわずかに下回
りました。 
国産豚肉は、生豚の肥育環境改善による出荷増から第３四半期には相場が値下がりし、消費者の低価格

志向から需要は堅調であり、それを受け販売を拡大しております。 
 国産鶏肉は、輸入鶏肉の相場下落等の影響で厳しい状況が続きました。しかし、国産志向の高まりによ
る輸入鶏肉からの国産回帰も見られ、取扱数量、売上高共に、前年同期比を大幅に上回る実績となりまし
た。 
 輸入牛肉はロシア・中国の買付量が減少し、オセアニア産・中南米産の輸出価格暴落と急激な円高によ
る影響を受け、国内相場は過去にない大幅な値下がりとなりましたが、販売活動に力を入れた結果、売上
を伸ばすことができました。 
 輸入豚肉は世界的な金融危機の影響で為替が大幅に変動し、先安感も強まり、国内マーケットは様子見
の状態となり、その中で販売量の確保に努めましたが、前年同期実績を下回る結果となりました。 
 輸入鶏肉は、ブラジル産を中心に順調に販売を拡大し前年比取扱量は増大いたしましたが、第３四半期
に至って円高を背景にした輸入量の急増と国内消費の鈍化により、11月には市場価格は急落して荷動きは
停滞いたしました。 
 これらの結果、食肉の売上高は1,523億17百万円となりました。 
 加工食品は、焼肉商材、ハンバーグを中心とするミートデリカ商品を中心に販促強化を図り前年を上回
る実績を確保する事が出来ました。この結果、加工食品の売上高は191億4百万円となりました。 
 ハム・ソーセージは、景気低迷の中、内食回帰の傾向が強まったことから、家庭内消費が順調に推移
し、主力のウィンナー・ベーコン・ロースハムの伸びが良好で、特に「フェストエッセンシリーズ」を順
調に拡販出来ました。この結果、ハム・ソーセージの売上高は71億18百万円となりました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,852億35百万円、営業利益は15億31百万円、経常
利益は17億円となりました。特別損失として固定資産除却損や減損損失等294百万円を計上した結果、四
半期純利益は1億41百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べて68億46百万円増加し、571億81

百万円となりました。これは、主として現金及び預金が減少する一方、受取手形及び売掛金、商品及び製
品が増加したことによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて14億82百万円増加し、321億59百万円となりました。これは、
リース取引に関する会計基準の適用に伴い、主としてリース資産が7億71百万円増加したことに加え、差
入保証金や土地、機械装置及び車輌運搬具が増加したことによります。 
 この結果、総資産では、前連結会計年度末に比べて83億20百万円増加し、893億44百万円となりまし
た。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末と比べて86億8百万円増加し、515億76百万円となりました。これは、主

として支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて1億36百万円増加し、146億74百万円となりました。これは、リ
ース取引に関する会計基準の適用に伴い、主としてリース債務が増加したことに加え、長期未払金が増加
したことによります。 
 この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比べて87億44百万円増加し、662億50百万円となりまし
た。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて4億23百万円減少し、230億93百万円となりました。 

・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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

111億59百万円となりました。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
の要因は次のとおりであります。 
（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いて営業活動の結果、使用した資金は10億77百万円となりました。 

 これは主に、たな卸資産の増加額31億29百万円、売上債権の増加額22億円及び前渡金の増加額14億50百
万円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） 
当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果、使用した資金は18億38百万円となりました。 

 これは主に、固定資産の取得による支出16億25百万円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） 
当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果、得た資金は16億33百万円となりました。 

 これは主に、借入金の純増加額25億65百万円によるものであります。 
  

今後の見通しにつきましては、米国の金融危機に端を発した昨年９月以降の株安、円高の加速や雇用環
境の悪化等を背景に、１～３月の消費動向はさらに厳しい状況が続き、輸入食品価格の低下などデフレ傾
向も鮮明になるとみられます。 
 食肉業界においては、消費者の生活防衛意識はさらに高まると思われ、消費の伸び悩み・低価格志向が
続き、ひときわ厳しい需要動向が予想されます。 
 当社グループにおきましては、昨年10月１日の組織再編により企業経営の効率化、営業力の強化拡大策
の推進、集荷基盤の拡充に努めてまいりましたが、このような大変厳しい環境をふまえ、平成21年３月期
通期の業績予測につきましては、予想値を修正いたしました。 
 詳細は、平成21年２月12日公表の「平成21年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 
  

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「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、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、
経常利益及び税金等調整前四半期純利益が1,099百万円それぞれ減少しております。 
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 
「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」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
④リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月

30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期
間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上
しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 この結果、変更による損益に与える影響は軽微であります。 
⑤有形固定資産の耐用年数の変更 
当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数の見積りについては、平成20年度の法人税法の改正を

契機として見直しを行い、第１四半期連結会計期間より変更しております。 
 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

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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１ 【四半期連結財務諸表】 
  (1) 【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 11,377 12,550

受取手形及び売掛金 26,947 24,323

商品及び製品 11,537 9,389

仕掛品 588 554

原材料及び貯蔵品 1,605 601

その他 5,185 2,972

貸倒引当金 △60 △56

流動資産合計 57,181 50,334

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,973 9,970

土地 8,625 8,350

その他（純額） 3,319 2,455

有形固定資産合計 21,918 20,776

無形固定資産   

のれん 528 348

その他 199 155

無形固定資産合計 728 504

投資その他の資産 9,512 9,396

固定資産合計 32,159 30,676

繰延資産 2 11

資産合計 89,344 81,023

スターゼン㈱　(8043)　平成21年3月期　第３四半期決算短信

－4－



（単位：百万円）

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 15,594 11,665

短期借入金 21,882 18,587

未払法人税等 813 864

賞与引当金 873 972

その他 12,413 10,877

流動負債合計 51,576 42,968

固定負債   

社債 2,190 2,568

長期借入金 8,955 9,394

退職給付引当金 1,688 1,694

役員退職慰労引当金 6 400

その他 1,834 480

固定負債合計 14,674 14,537

負債合計 66,250 57,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,899 9,899

資本剰余金 10,618 10,618

利益剰余金 4,725 5,106

自己株式 △2,246 △2,243

株主資本合計 22,997 23,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △121 10

繰延ヘッジ損益 △143 △144

為替換算調整勘定 △139 △100

評価・換算差額等合計 △404 △234

少数株主持分 500 370

純資産合計 23,093 23,517

負債純資産合計 89,344 81,023
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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：百万円）

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 185,235

売上原価 168,812

売上総利益 16,423

販売費及び一般管理費 14,891

営業利益 1,531

営業外収益  

受取利息 52

受取配当金 57

不動産賃貸料 457

受取保険金及び配当金 167

持分法による投資利益 39

その他 330

営業外収益合計 1,105

営業外費用  

支払利息 572

不動産賃貸費用 175

その他 188

営業外費用合計 937

経常利益 1,700

特別利益  

固定資産売却益 2

補助金収入 29

特別利益合計 32

特別損失  

固定資産売却損 8

固定資産除却損 127

減損損失 67

投資有価証券評価損 82

店舗閉鎖損失 8

特別損失合計 294

税金等調整前四半期純利益 1,438

法人税、住民税及び事業税 1,257

法人税等調整額 △76

法人税等合計 1,180

少数株主利益 116

四半期純利益 141
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

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 1,438

減価償却費 1,256

のれん償却額 158

賞与引当金の増減額（△は減少） △99

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △394

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82

受取利息及び受取配当金 △109

支払利息 572

持分法による投資損益（△は益） △39

固定資産売却損益（△は益） 5

固定資産除却損 127

減損損失 67

投資有価証券評価損益（△は益） 82

売上債権の増減額（△は増加） △2,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,129

前渡金の増減額（△は増加） △1,450

仕入債務の増減額（△は減少） 3,569

その他 727

小計 660

利息及び配当金の受取額 114

利息の支払額 △572

法人税等の支払額 △1,279

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,077

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 △212

定期預金の払戻による収入 261

固定資産の取得による支出 △1,625

固定資産の売却による収入 24

投資有価証券の取得による支出 △48

投資有価証券の売却による収入 1

短期貸付金の増減額（△は増加） △26

長期貸付けによる支出 △370

長期貸付金の回収による収入 263

子会社株式の取得による支出 △45

その他 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,838
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（単位：百万円）

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) 

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） 3,460

長期借入れによる収入 2,450

長期借入金の返済による支出 △3,344

リース債務の返済による支出 △43

社債の償還による支出 △378

自己株式の取得による支出 △4

自己株式の売却による収入 2

配当金の支払額 △522

少数株主からの払込みによる収入 20

その他 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,309

現金及び現金同等物の期首残高 12,280

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,159
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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。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める食肉の製造及び販売の割合が、いずれ

も90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 
  

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、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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「参考」

(1) （要約）前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)

 売上高 181,463

 売上原価 165,790

 売上総利益 15,672

 販売費及び一般管理費 13,723

 営業利益 1,949

 営業外収益 1,337

  受取利息 49

  受取配当金 95

  不動産賃貸収入 453

  保険金収入 191

  持分法による投資利益 52

  その他 495

 営業外費用 979

  支払利息 657

  不動産賃貸費用 170

  その他 151

  経常利益 2,307

 特別利益 87

  固定資産売却益 1

  投資有価証券売却益 44

  貸倒引当金戻入益 21

  投資損失引当金戻入益 19

 特別損失 678

  固定資産売却損 6

  固定資産除却損 164

  投資有価証券売却損 8

  投資有価証券評価損 15

  役員退職慰労金 86

  役員退職慰労引当金繰入額 329

  その他 68

 税金等調整前四半期純利益 1,715

 法人税、住民税及び事業税 949

 法人税等調整額 △59

 少数株主利益 63

 四半期純利益 762
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(2) （要約）前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)

  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 1,715
   減価償却費 1,100
   賞与引当金の減少額 △160
   退職給付引当金の減少額 △6
   役員退職慰労引当金の増加額 388
   貸倒引当金の増加額 45
   投資損失引当金の減少額 △19
   のれん償却額 135
   受取利息及び受取配当金 △144
   持分法による投資利益 △52
   投資有価証券売却益 △44
   投資有価証券売却損 8
   投資有価証券評価損 15
   支払利息 657
   固定資産売却除却損 171
   固定資産売却益 △1
   売上債権の増加額 △3,043
   たな卸資産の増加額 △1,111
   前渡金の減少額 1,583
   仕入債務の増加額 4,618
   その他 823
    小計 6,678
   利息及び配当金の受取額 149
   利息の支払額 △674
   保険金収入 10
   法人税等の支払額 △640
   営業活動によるキャッシュ・フロー 5,523
  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 △186
   定期預金の払戻による収入 251
   投資有価証券の取得による支出 △157
   投資有価証券の売却による収入 510
   固定資産の取得による支出 △1,594
   固定資産の売却による収入 34
   短期貸付金の純増加額 △5
   長期貸付金による支出 △329
   長期貸付金の回収による収入 106
   その他 48
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,321
  財務活動によるキャッシュ・フロー
   短期借入金の純減少額 △154
   長期借入金による収入 5,935
   長期借入金の返済による支出 △3,026
   社債償還による支出 △378
   自己株式の取得による支出  △5 
   自己株式の売却による収入 712
   配当金の支払額 △505
   その他 △4
  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,574
  現金及び現金同等物に係る換算差額 △7
  現金及び現金同等物の増加額 6,768
  現金及び現金同等物の期首残高 4,735
  新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 126
  現金及び現金同等物の四半期期末残高 11,630
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