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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 2,663 0.8 133 266.1 124 368.2 64 ―
21年3月期第1四半期 2,642 10.1 36 ― 26 ― △7 ―

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

22年3月期第1四半期 45.22 ―
21年3月期第1四半期 △4.98 ―

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

22年3月期第1四半期 6,343 1,943 30.6 1,359.07
21年3月期 6,219 1,912 30.8 1,337.64

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,943百万円 21年3月期  1,912百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

5,400 2.1 150 93.1 130 119.2 45 750.9 31.54

通期 11,000 3.3 335 4.5 295 4.2 131 △11.5 91.61
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（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。］ 

(2) 四半期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。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 1,430,000株 21年3月期  1,430,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  75株 21年3月期  75株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 1,429,925株 21年3月期第1四半期 1,429,925株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等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
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業業績の大幅な悪化や設備投資の冷え込み、個人消費の低迷など

極めて厳しい状況が続いております。冷凍食品業界におきましても、原材料高騰によるコスト増加は落ち着いたもの

の、消費者の低価格志向はいちだんと高まり、競合他社との競争激化により引き続き厳しい経営環境にあります。

　このような環境のもとで、当社は「安全・安心」対応を最重点項目と捉え、更なる品質管理体制の強化に努め、安

全・安心で美味しい商品をお客様に提供することに注力いたしました。また、営業部門においては当社がトップシェ

アを持つ「冷凍ミートボール」の更なる拡販に取組み、製造部門においては製造設備の改修により生産性向上に取組

んでまいりました。

　販売面では、家庭用につきましては、主力商品の「国産鶏　鶏つくね串」「おべんとう焼とり串」と昨秋に発売し

ました「チーズが入ったじゃがいももち」が好調に推移しましたので、家庭用全体では1,395百万円（前期比7.8％増）

となりました。また、業務用につきましては、「肉だんご類」が好調に推移したものの「豆腐製品類」が低調でした

ので、業務用全体では1,268百万円（前期比5.9％減）となりました。これらのことにより、合計売上高は、2,663百万

円（前期比0.8％増）となりました。

　利益面では、家庭用売上高の増加による利益増、生産高の増加による生産利益の増加及び販管費の減少等により、

営業利益は133百万円（前期比266.1％増）、経常利益は124百万円（前期比368.2％増）、四半期純利益は64百万円（前

期は四半期純損失７百万円）となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ123百万円増加し、6,343百万円となり

ました。流動資産は、売掛金、製品等が増加しましたので、前事業年度末に比べ176百万円増加し、4,061百万円とな

りました。固定資産は、前事業年度末に比べ52百万円減少し2,282百万円となりました。これは主に、減価償却費の計

上によるものであります。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ92百万円増加し、4,400百万円となりました。これは主に、短期借入金

が100百万円増加したことによるものであります。

　純資産につきましては、利益剰余金が増加しましたので、前事業年度末に比べ30百万円増加し、1,943百万円となり

ました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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、前事業年度末に比べ21百万円減

少し、358百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、13百万円となりました。これは主に、売上債権の

増加額128百万円、たな卸資産の増加額70百万円などにより資金が減少したものの、税引前四半期純利益の計上124百

万円、仕入債務の増加額66百万円、減価償却費の計上62百万円などにより資金が増加したこと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１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、70百万円となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による資金の減少が69百万円あったこと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１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、34百万円となりました。これは配当金の支払額35

百万円、長期借入金の返済29百万円により資金が減少したものの、短期借入れによる資金の増加が100百万円あったこ

とによるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月28日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

　棚卸資産の評価方法

　　　当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

　　として合理的な方法により算定しております。
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　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、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

　　ております。

 

　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

　　況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

　　ンニングを利用する方法により算定しております。

 

②　四半期財務諸表作成に特有の会計処理

　　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

　の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）四半期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

　該当事項はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 358,077 379,511

受取手形 70,601 70,936

売掛金 2,216,025 2,086,771

製品 971,960 854,761

原材料 137,240 186,469

仕掛品 3,817 807

繰延税金資産 71,946 71,946

その他 232,775 234,073

貸倒引当金 △915 △216

流動資産合計 4,061,530 3,885,061

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 910,487 932,011

機械及び装置（純額） 575,071 605,496

土地 382,934 382,934

その他（純額） 54,044 55,447

有形固定資産合計 1,922,537 1,975,889

無形固定資産 25,127 25,979

投資その他の資産   

投資有価証券 78,078 73,939

繰延税金資産 159,009 160,193

その他 124,178 124,188

貸倒引当金 △26,916 △25,322

投資その他の資産合計 334,350 332,999

固定資産合計 2,282,014 2,334,867

資産合計 6,343,545 6,219,929

負債の部   

流動負債   

支払手形 189,086 134,809

買掛金 1,192,226 1,180,055

短期借入金 800,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 117,200 117,200

未払法人税等 59,576 71,289

未払金 528,723 539,567

賞与引当金 46,250 89,500

設備関係支払手形 47,834 104,127

その他 165,497 93,780

流動負債合計 3,146,393 3,030,329
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 850,300 879,600

退職給付引当金 384,288 377,111

その他 19,181 20,156

固定負債合計 1,253,770 1,276,867

負債合計 4,400,163 4,307,197

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,400 856,400

資本剰余金 539,200 539,200

利益剰余金 548,029 519,105

自己株式 △103 △103

株主資本合計 1,943,526 1,914,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △144 △1,869

評価・換算差額等合計 △144 △1,869

純資産合計 1,943,381 1,912,732

負債純資産合計 6,343,545 6,219,929
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,642,030 2,663,724

売上原価 2,058,932 1,989,231

売上総利益 583,097 674,492

販売費及び一般管理費 546,599 540,867

営業利益 36,498 133,625

営業外収益   

受取利息 22 244

受取配当金 375 463

雑収入 428 260

営業外収益合計 826 968

営業外費用   

支払利息 9,966 9,120

雑損失 687 596

営業外費用合計 10,653 9,717

経常利益 26,670 124,876

特別利益   

特別利益合計 － 436

特別損失   

固定資産除売却損 8,189 1,058

その他 － 90

特別損失合計 8,189 1,148

税引前四半期純利益 18,481 124,164

法人税、住民税及び事業税 10,730 59,492

過年度法人税等 14,875 －

法人税等合計 25,606 59,492

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,124 64,671
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 18,481 124,164

減価償却費 59,230 62,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2,293

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,750 △43,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,671 7,177

受取利息及び受取配当金 △397 △707

支払利息 9,966 9,120

固定資産除売却損益（△は益） 8,189 1,058

売上債権の増減額（△は増加） △293,383 △128,918

たな卸資産の増減額（△は増加） 96,222 △70,981

仕入債務の増減額（△は減少） 7,190 66,448

未収入金の増減額（△は増加） △31,788 11,659

その他 71,441 45,944

小計 △77,926 86,734

利息及び配当金の受取額 397 707

利息の支払額 △3,587 △4,772

法人税等の支払額 △85,099 △68,921

営業活動によるキャッシュ・フロー △166,215 13,749

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 △75,550 △69,082

有形固定資産の売却による収入 166 －

投資有価証券の取得による支出 △11,703 △1,230

その他 853 177

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,234 △70,135

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 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △29,300 △29,300

配当金の支払額 △71,496 △35,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,796 34,951

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △353,246 △21,434

現金及び現金同等物の期首残高 597,311 379,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 244,065 358,077
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（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）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。

６．その他の情報

　該当事項はありません。
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