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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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6月期第3四半期 22,033 ― 1,291 ― 1,191 ― 852 ―

20年6月期第3四半期 21,957 △3.0 505 △36.7 370 △46.0 △252 ―

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6月期第3四半期 91.99 ―

20年6月期第3四半期 △27.26 ―

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6月期第3四半期 20,001 4,553 22.8 491.39
20年6月期 20,934 3,888 18.6 419.43

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  4,553百万円 20年6月期  3,888百万円

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6月期 ― 0.00 ― 5.50 5.50
21年6月期 ― 0.00 ―

21年6月期 
（予想）

5.50 5.50

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 29,600 6.5 960 ― 800 ― 640 ― 69.04
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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、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。 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく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6月期第3四半期 9,295,000株 20年6月期  9,295,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  28,672株 20年6月期  24,412株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 9,268,728株 20年6月期第3四半期 9,271,980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、米国の金融市場の混乱を発端とした世界的な金融
市場の混乱に加えて、原油価格の乱高下や株式・為替市場の変動などが企業の収益面・財務面を強く圧
迫しており過去にない厳しい景気後退局面となっております。 
 当社グループを取り巻く食品業界における市場環境におきましても、競合メーカーとの競争激化なら
びに消費マインドの低下などにより経営環境は一層厳しい状況にて推移いたしました。 
 このような環境の中、当社グループでは主力製品の拡販、製品のリニューアル、新製品の開発への取
り組みを積極的におこない、コスト上昇を吸収すべく企業努力を実施してまいりました。 
 また、「安全・安心」な商品の提供を 優先とし、一層の品質管理体制の強化ならびに経営全般にわ
たる効率化の推進に取り組んでまいりました。 
 当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメント毎の経営成績概況は以下の通りでありま
す。 
  
①食品製造販売事業 
（水産練製品・惣菜部門） 

水産練製品部門における販売動向といたしましては、「オホーツク」部門における「サラダスティッ
ク」が、引き続き順調に推移し前年を大きく上回る販売実績で推移した他、「ハンペン」部門ならびに
「調理済み」部門なども比較的順調な販売実績となりました。一方、主力部門である「揚物」「シーサ
ラダ」部門などにつきましては、第２四半期以降における温暖気象に加えて競合メーカーとの価格競争
の激化などの影響もあり前年を下回る販売実績となりました。 
 また、惣菜部門におきましては、「旬菜小鉢」シリーズでサラダタイプの新製品を発売いたしました
が、一方で販売不振アイテムの整理・縮小を実施したため部門全体での販売実績は前年を下回る結果と
なりました。 
 以上の結果、水産練製品・惣菜部門全体の業績は売上高184億38百万円となりました。 
（きのこ部門） 

当部門におきましては、野菜相場の悪化などがあったものの、９月以降菌茸市況が堅調に推移したこ
と、経済環境の急激な悪化から消費者の食の「内食化」へのシフトが追い風となったこと、主力顧客に
対する提案型営業活動の強化が奏功したことなどにより業績は堅調に推移し、計画を上回る売上高を確
保することができました。 
 以上の結果、きのこ部門の業績は売上高31億50百万円となりました。 
（運送・倉庫部門） 

運送部門におきましては、グループ外顧客への営業強化に加え、効率的運送の実施により売上高、利
益ともに計画を上回る結果となりました。 
 倉庫部門におきましては売上高は計画を上回ったものの、寄託貨物の保管期間の長期化や再保管関連
経費の増加等により、利益面では計画を若干下回る結果となりました。 
 以上の結果、運送・倉庫部門全体の業績は売上高13億10百万円となりました。 
  
②その他の事業 

ゴルフ場経営部門におきましては、引き続き来場者数の増加と顧客単価の維持を目標に営業活動を行
ってまいりました結果、来場者数は前年同期を上回りましたが、来場者全体に占めるゲストの割合が計
画を下回ったこと、競合コースとの価格競争などにより、売上高は前年同期及び計画を下回る結果とな
りました。 
 以上の結果、ゴルフ場経営部門の業績は売上高１億93百万円となりました。 
  

  

【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
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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て９億32百万円減少して200
億１百万円となりました。これは主に「原材料及び貯蔵品」の減少２億36百万円、減価償却の進行による
「有形固定資産」の減少４億42百万円、保有する株式の株価下落に伴う「投資有価証券」の減少１億92百
万円等によるものであります。 
 また、負債は前連結会計年度末に比べて15億97百万円減少して154億48百万円となりました。これは主
に「支払手形及び買掛金」の減少17億54百万円等によるものであります。 
 なお、純資産は「利益剰余金」の増加８億１百万円ならびに「その他投資有価証券評価差額金」の減少
１億34百万円等により前連結会計年度末に比べて６億64百万円増加して45億53百万円となり、自己資本比
率は前連結会計年度末の18.6％から22.8％となりました。 
  

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。）の残高は前連結会

計年度末に比べて82百万円減少して３億98百万円となりました。 
 営業活動により獲得した資金は、８億84百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の
計上によるものであります。 
 投資活動により支出した資金は、４億82百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるも
のであります。 
 財務活動により支出した資金は、４億85百万円となりました。これは主に借入金の返済及び利息の支払
いによるものであります。 
  

  

平成20年８月８日公表の業績予想値の変更はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

  

① 簡便な会計処理 
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事業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。 
② 四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

該当事項はありません。 
  

  

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 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」（企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については原価法から原価法（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り下げの方法）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営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益が従来
の方法に比べそれぞれ1,006千円減少しております。 

  

（追加情報） 
当社の機械装置については、従来、耐用年数を８年から16年としておりましたが、第１四半期連結会

計期間より10年に変更いたしました。 
 この変更は法人税法の改正を契機として固定資産の経済的耐用年数を見直したものであります。 
 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ59,571千円増加しており
ます。 

  

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
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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21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 795,275 881,937

受取手形及び売掛金 2,605,916 2,415,995

商品及び製品 275,690 326,502

仕掛品 247,361 315,807

原材料及び貯蔵品 1,420,807 1,656,916

その他 72,867 113,035

貸倒引当金 △11,462 △14,555

流動資産合計 5,406,456 5,695,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,570,598 5,798,773

機械装置及び運搬具（純額） 2,524,771 2,700,891

工具、器具及び備品（純額） 182,793 220,543

土地 4,225,240 4,225,455

有形固定資産合計 12,503,403 12,945,664

無形固定資産 241,896 240,456

投資その他の資産   

投資有価証券 1,296,186 1,488,540

その他 664,689 686,600

貸倒引当金 △111,271 △122,839

投資その他の資産合計 1,849,604 2,052,300

固定資産合計 14,594,904 15,238,421

資産合計 20,001,360 20,934,062

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 919,352 2,673,981

短期借入金 8,496,472 7,270,872

未払法人税等 325,040 40,132

賞与引当金 153,769 63,961

未払金及び未払費用 1,143,924 982,191

その他 105,511 122,202

流動負債合計 11,144,071 11,153,342

固定負債   

長期借入金 3,545,313 5,011,607

役員退職慰労引当金 374,199 387,707

その他 384,418 493,042

固定負債合計 4,303,931 5,892,357

負債合計 15,448,002 17,045,699
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 940,000 940,000

資本剰余金 650,000 650,000

利益剰余金 2,879,470 2,077,848

自己株式 △14,647 △12,927

株主資本合計 4,454,823 3,654,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98,534 233,441

評価・換算差額等合計 98,534 233,441

純資産合計 4,553,358 3,888,362

負債純資産合計 20,001,360 20,934,062
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 22,033,427

売上原価 16,078,146

売上総利益 5,955,281

販売費及び一般管理費 4,663,758

営業利益 1,291,522

営業外収益  

受取利息 1,246

受取配当金 9,514

受取賃貸料 18,015

雑収入 49,290

営業外収益合計 78,067

営業外費用  

支払利息 177,626

営業外費用合計 177,626

経常利益 1,191,963

特別利益  

固定資産売却益 6,241

貸倒引当金戻入額 9,118

特別利益合計 15,359

特別損失  

固定資産除却損 4,427

投資有価証券評価損 5,491

その他 82

特別損失合計 10,001

税金等調整前四半期純利益 1,197,321

法人税、住民税及び事業税 340,908

法人税等調整額 3,780

法人税等合計 344,689

四半期純利益 852,632
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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７月１日 
 至 平成21年３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 1,197,321

減価償却費 865,320

のれん償却額 6,528

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,661

賞与引当金の増減額（△は減少） 89,807

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,508

受取利息及び受取配当金 △10,761

支払利息 177,626

固定資産売却損益（△は益） △6,241

固定資産除却損 4,427

売上債権の増減額（△は増加） △178,656

たな卸資産の増減額（△は増加） 355,368

仕入債務の増減額（△は減少） △1,754,629

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 94,850

未払消費税等の増減額（△は減少） 123,972

その他 △25,048

小計 911,716

法人税等の支払額 △59,082

法人税等の還付額 32,096

営業活動によるキャッシュ・フロー 884,729

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 4,237

有形固定資産の取得による支出 △469,631

有形固定資産の売却による収入 9,933

無形固定資産の取得による支出 △8,715

投資有価証券の取得による支出 △11,083

利息及び配当金の受取額 10,569

その他 △17,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △482,064

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） 706,500

長期借入金の返済による支出 △947,194

利息の支払額 △191,666

配当金の支払額 △51,009

その他 △1,719

財務活動によるキャッシュ・フロー △485,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,424

現金及び現金同等物の期首残高 481,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 398,721
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

 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) 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財務諸表 

(1) (要約)前年同四半期連結損益計算書 

  

 
  

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年７月１日

科   目 至 平成20年３月31日)

金額(千円) 百分比(％)

 Ⅰ 売上高 21,957,792 100.0

 Ⅱ 売上原価 16,560,348 75.4

   売上総利益 5,397,444 24.6

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,891,503 22.3

   営業利益 505,940 2.3

 Ⅳ 営業外収益 60,019 0.3

 Ⅴ 営業外費用 195,898 0.9

  １ 支払利息 178,288

  ２ その他 17,609

   経常利益 370,061 1.7

 Ⅵ 特別利益 69,250 0.3

 Ⅶ 特別損失 205,085 0.9

   税金等調整前四半期純利益 234,226 1.1

   税金費用 486,976 2.2

   四半期純損失 252,750 △ 1.1
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(2) (要約)前年同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７月１日  

 至 平成20年３月31日)

金額（千円）

 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 234,226

   減価償却費 1,043,913

   減損損失 119,067

   のれん償却額 6,528

   貸倒引当金の増加額 4,665

   賞与引当金の増加額 133,241

   退職給付引当金の減少額 △ 847

   役員退職慰労引当金の増加額 2,599

   受取利息及び受取配当金 △ 10,192

   支払利息 178,288

   投資有価証券評価損 5,033

   固定資産売却益 △ 26

   固定資産除却損 10,629

   売上債権の増加額 △ 183,791

   たな卸資産の増加額 859,926

   仕入債務の減少額 △ 293,517

   未払消費税の減少額 △ 65,262

   製品自主回収関連費用 61,638

   その他 79,728

     小計 2,185,849

   法人税等の支払額 △ 169,403

   製品自主回収関連費用の支出 △ 46,624

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,969,821

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の純減額 49,968

   有形固定資産の取得による支出 △ 749,618

   投資有価証券の取得による支出 △ 3,641

   貸付金の回収による収入 250,855

   利息及び配当金の受取額 9,797

   その他 13,029

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 429,611

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純減額 △ 500,000

   長期借入れによる収入 1,000,000

   長期借入金の返済による支出 △ 1,243,897

   利息の支払額 △ 191,643

   配当金の支払額 △ 51,022

   その他 △ 816

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 987,379

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 552,379

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 497,840

 Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,050,670
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