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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 4,941 △5.6 △26 ― △6 ― △8 ―
21年3月期第1四半期 5,238 ― 30 ― 42 ― 23 ―

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 △1.39 ―
21年3月期第1四半期 4.09 ―

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 15,942 13,737 86.1 2,381.26
21年3月期 16,677 13,884 83.2 2,406.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,737百万円 21年3月期  13,884百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 25.00 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

10,500 △0.3 △13 ― 12 △63.3 2 △71.0 0.36

通期 24,660 1.6 658 △1.1 710 △1.3 418 4.5 72.51



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） 

(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 
平成21年５月12日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 5,769,040株 21年3月期  5,769,040株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  86株 21年3月期  86株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,768,954株 21年3月期第1四半期 5,768,978株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安により企業収益の大幅な悪化、設備投資の

減少や雇用悪化も続いており、景気の本格回復の展望は開けていない状況が続いております。その一方で、輸出や

生産の一部に持ち直しの動きが見られるなど明るい兆しも見られつつありますが、景気は未だ不安定で先行きは依

然不透明な状況であります。 

 外食産業におきましても、先行きに対する不透明感から外食・中食から内食への流れと消費者の節約志向が高ま

り、厳しい経営環境となっております。 

 当社グループにおいては、生活防衛意識に根ざした消費者の外食需要の手控えに加え、「新型インフルエンザ」

の国内上陸から端を発した健康被害が全国的に広がって、ホテル・観光旅館が一挙に冷え込み、更に修学旅行のキ

ャンセルが相次ぎ、当社グループ商材の需要にも大きく影響しました。 

 このような状況の中、当社では、得意先に対する関係の強化を図り、情報収集により市場ニーズに対応した商品

の企画開発を進めると共に、よりきめ細かな営業活動を実施するなど、総合的に対応力を引上げて市場競争力の向

上に注力いたしました。また、アジア諸国を中心とする海外販売の強化を推進しました。しかしながら、これらの

実施施策も、国内外の市場の急速な悪化による売上減少分をカバーするには至りませんでした。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、49億41百万円（前年同四半期比5.6％減）、営業損失

26百万円（前年同四半期は営業利益30百万円）、経常損失6百万円（前年同四半期は経常利益42百万円）、四半期

純損失8百万円（前年同四半期は四半期純利益23百万円）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、159億42百万円（前連結会計年度末は166億77百万円）と

なり、7億34百万円減少いたしました。有価証券の増加（5億円から12億99百万円、7億99百万円増）があったも

のの、現金及び預金の減少（50億59百万円から42億79百万円、7億80百万円減）並びに投資有価証券の減少（9億

44百万円から4億53百万円、4億91百万円減）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、22億4百万円（前連結会計年度末は27億92百万円）とな

り、5億87百万円減少いたしました。未払法人税等の減少（2億96百万円から6百万円、2億89百万円減）並びに支

払手形及び買掛金の減少（16億45百万円から13億99百万円、2億46百万円減）が主な要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、137億37百万円（前連結会計年度末は138億84百万円）

となり、1億47百万円減少いたしました。配当金の支払額等により利益剰余金が1億52百万円減少したことが主な

要因であります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前第1四半期連結会計

期間末に比べ1億86百万円増加し40億79百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、2億73百万円（前第1四半期連結会計期間

末は96百万円支出）となりました。これは主に売上債権の減少額1億99百万円があったものの、法人税等の支払

額2億85百万円及び仕入債務の減少2億46百万円より、資金が減少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１四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、3億63百万円（前第1四半期連結会計期間

末は5億14百万円支出）となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出2億99百万円があったことによ

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１四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、1億44百万円（前第1四半期連結会計期間

末は1億49百万円支出）となりました。これは主に配当金の支払額1億44百万円があったことによるものでありま

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



  

 平成22年３月期通期の連結業績は予定通り推移しており、平成21年５月12日に公表いたしました業績予想の見直

しはおこなっておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

②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、連結会計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。  

  

 該当事項はありません。  

  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,279,311 5,059,677

受取手形及び売掛金 2,703,096 2,902,781

有価証券 1,299,577 500,000

商品及び製品 1,009,411 1,021,805

原材料及び貯蔵品 46,826 46,814

繰延税金資産 97,584 93,561

その他 33,444 93,775

貸倒引当金 △7,618 △7,343

流動資産合計 9,461,633 9,711,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,242,675 1,214,039

機械装置及び運搬具（純額） 294,109 306,921

土地 3,847,031 3,847,031

建設仮勘定 3,887 10,283

その他（純額） 73,862 74,767

有形固定資産合計 5,461,566 5,453,043

無形固定資産 55,739 59,291

投資その他の資産   

投資有価証券 453,046 944,440

繰延税金資産 244,742 249,674

その他 277,019 271,225

貸倒引当金 △11,451 △11,474

投資その他の資産合計 963,356 1,453,865

固定資産合計 6,480,662 6,966,200

資産合計 15,942,295 16,677,273



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,399,017 1,645,096

未払法人税等 6,545 296,090

賞与引当金 102,488 136,030

役員賞与引当金 － 7,035

その他 255,251 271,868

流動負債合計 1,763,301 2,356,120

固定負債   

退職給付引当金 165,671 164,029

役員退職慰労引当金 233,835 233,088

その他 42,106 39,547

固定負債合計 441,612 436,664

負債合計 2,204,914 2,792,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,344,021 2,344,021

資本剰余金 2,295,156 2,295,156

利益剰余金 9,117,089 9,269,381

自己株式 △105 △105

株主資本合計 13,756,162 13,908,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,780 △23,964

評価・換算差額等合計 △18,780 △23,964

純資産合計 13,737,381 13,884,489

負債純資産合計 15,942,295 16,677,273



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 5,238,221 4,941,302

売上原価 4,304,241 4,080,474

売上総利益 933,980 860,827

販売費及び一般管理費 903,497 887,496

営業利益又は営業損失（△） 30,482 △26,668

営業外収益   

受取利息 4,175 7,364

受取配当金 1,846 1,785

受取賃貸料 3,741 3,841

その他 2,672 8,011

営業外収益合計 12,435 21,002

営業外費用   

支払利息 36 －

賃貸収入原価 822 856

営業外費用合計 858 856

経常利益又は経常損失（△） 42,058 △6,522

特別利益   

固定資産売却益 33 －

貸倒引当金戻入額 2,344 －

特別利益合計 2,378 －

特別損失   

固定資産売却損 － 132

固定資産除却損 88 233

特別損失合計 88 366

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

44,348 △6,888

法人税、住民税及び事業税 2,152 3,691

法人税等調整額 18,607 △2,512

法人税等合計 20,759 1,179

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,589 △8,068



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

44,348 △6,888

減価償却費 67,178 60,290

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,302 △33,542

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,020 △7,035

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,068 1,642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,060 747

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,188 252

受取利息及び受取配当金 △6,021 △9,150

支払利息 36 －

有形固定資産売却損益（△は益） △33 132

有形固定資産除却損 88 233

売上債権の増減額（△は増加） 375,699 199,685

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,305 12,382

仕入債務の増減額（△は減少） △277,529 △246,079

その他の資産の増減額（△は増加） 49,641 48,395

その他の負債の増減額（△は減少） 10,532 △23,481

小計 222,252 △2,415

利息及び配当金の受取額 4,682 15,105

利息の支払額 △33 －

法人税等の支払額 △323,362 △285,758

営業活動によるキャッシュ・フロー △96,460 △273,068

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 － △200,000

定期預金の払戻による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △11,573 △63,697

有形固定資産の売却による収入 － 111

無形固定資産の取得による支出 △2,795 －

投資有価証券の取得による支出 △500,000 △299,553

長期貸付金の回収による収入 － 105

投資活動によるキャッシュ・フロー △514,368 △363,034

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △4,998 －

自己株式の取得による支出 △45 －

配当金の支払額 △144,589 △144,263

財務活動によるキャッシュ・フロー △149,632 △144,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △760,461 △780,366

現金及び現金同等物の期首残高 4,653,591 4,859,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,893,130 4,079,311



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 業務用加工食材の製造及び販売という単一事業であるため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 業務用加工食材の製造及び販売という単一事業であるため、記載を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の100分の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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の100分の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。  

  

 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



生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）仕入実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

(4）販売実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(5）季節的変動 

 当社グループでは、主として第３四半期連結会計期間に宴会需要やおせち商材の販売が集中して発生するため、

通常、第３四半期連結会計期間の生産実績、仕入実績及び販売実績は他の四半期連結会計期間と比べて高くなって

おります。  

６．その他の情報

区分 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

水産加工品（千円）  13,771  97.2

農産加工品（千円）  77,900  91.9

その他（千円）  1,455  －

合計（千円）  93,127  94.1

区分 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比（％） 

水産加工品（千円）  1,699,339  98.2

農産加工品（千円）  1,976,140  92.0

畜肉加工品（千円）  237,043  90.1

その他（千円）   89,684  81.8

合計（千円）  4,002,207  94.2

区分 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年６月30日）  

前年同四半期比（％） 

水産加工品（千円）  1,991,116  96.0

農産加工品（千円）  2,534,556  93.3

畜肉加工品（千円）  290,180  94.7

その他（千円）  125,449  87.8

合計（千円）  4,941,302  94.3
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