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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 55,759 △7.4 745 68.6 948 59.9 337 53.2
21年3月期第1四半期 60,193 ― 442 ― 593 ― 220 ―

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 4.52 4.52
21年3月期第1四半期 2.95 2.95

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 82,035 23,031 27.6 303.96
21年3月期 81,551 23,090 27.8 304.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,682百万円 21年3月期  22,705百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 7.00 7.00

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 130,000 3.0 1,000 1.5 1,100 △2.7 400 29.9 5.36

通期 260,000 6.3 2,700 9.4 2,800 5.9 1,000 74.2 13.40
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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  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） 

(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 
 連結業績予想につきましては、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ございます。 
 業績予想の前提につきましては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。 

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 87,759,216株 21年3月期  87,759,216株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 13,134,387株 21年3月期  13,130,226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 74,626,260株 21年3月期第1四半期 74,643,636株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、外需の大幅な落ち込み、個人消費の冷え込みで、景
気は大きく後退いたしました。政府の景気刺激策もあり一時の落ち込みから脱する兆しは見えてまいりま
したが、雇用環境は依然厳しい状況にあります。 
 食肉業界におきましても、消費者の生活防衛意識が高まり、その結果として、高級食材の販売高の減
少、豚肉・鶏肉などリーズナブルな価格帯の商品への要望の拡大が見られます。食肉全般の販売価格の下
落も継続しております。 
 このような状況の中、当社グループは事業経営の一層の迅速化と効率化を目的に分社化を行い事業持株
会社へ移行し２期目となり、それぞれの会社が自由に強化発展できる経営環境を整え、食肉、加工品等の
取扱量拡大に努めてまいりました。 
 また、平成14年以降に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
上に努めております。 
以上の結果、当第１四半期の売上高は、557億59百万円（前期比7.4％減）、営業利益は7億45百万円(前

期比68.6％増）、経常利益は9億48百万円（前期比59.9％増）となりました。第１四半期純利益につきま
しては、3億37百万円（前期比53.2％増）となりました。 
  
当社グループの事業部門別の業績は次のとおりであります。 
  
<食肉> 
国産食肉につきましては、消費者の節約傾向を背景に、高級商品の消費減による取扱数量の減少が収益

を圧迫する要因となりましたが、比較的安価な乳牛肉、交雑牛肉の販売に注力した結果、取扱量は前年を
上回る結果となりました。一方、値頃感のある豚肉や鶏肉は、前年を上回る取扱量となりました。 
 輸入食肉は、牛肉は外食向け販売の落ち込みや豪州ドルの値上がりによる価格の上昇、豚肉は相場の低
迷や世界的な新型インフルエンザによる消費の減退等により、売上高はそれぞれ前年を下回る状況となり
ました。鶏肉は、相場下落により、収益の確保には苦慮致しましたが、取扱量の増加をはかることができ
ました。 
 これらの結果、食肉部門の売上高は前期比9.4％減の452億3百万円となりました。 
<加工食品> 
マーケットは生活必需品中心の低価格志向へと進みました。デリカ商品はお弁当商材を中心にハンバー

グ・餃子・巻物等の家庭内商品が順調に推移いたしました。加工食肉は低価格の焼肉商材が好調に推移い
たしました。以上の結果、この部門の売上高は前期比4.5％増の62億57百万円となりました。 
<ハム・ソーセージ> 
当社の主力ブランド商品「フェストエッセンシリーズ」を中心に、主力のウィンナー・ベーコン・ロー

ス群の伸びが概ね良好に推移いたしました。この結果、売上高は前期比3.2％増の22億20百万円となりま
した。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末と比べて、13億99百万円減少し、482億85百万円となりました。これ

は、主としてたな卸資産が増加した一方、売上債権の回収により売掛金、受取手形が減少したことにより
ます。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて、18億88百万円増加し、337億17百万円となりました。これ
は、主として土地、リース資産及び投資有価証券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、4億84百万円増加し、820億35百万円となりまし
た。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末と比べて、12億31百万円増加し、452億8百万円となりました。これは、

主として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、6億87百万円減少し、137億96百万円となりました。これは、
主として長期借入金が減少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、5億43百万円増加し、590億4百万円となりまし
た。 
（純資産） 
純資産合計は、四半期純利益の計上及びその他有価証券評価差額金が増加したものの剰余金の配当によ

り、前連結会計年度末と比べて59百万円減少し、230億31百万円となりました。 

【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１四半期連結会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、

85億71百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末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１四半期連結会計期間において営業活動の結果、得た資金は28億90百万円となりました。 

 これは主に、売上債権の減少額36億13百万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１四半期連結会計期間において投資活動の結果、使用した資金は19億25百万円となりました。 

 これは主に、投資有価証券の取得による支出11億47百万円及び固定資産の取得による支出8億67百万円
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１四半期連結会計期間において財務活動の結果、使用した資金は2億12百万円となりました。 

 これは主に、借入れによる収入4億63百万円（純額）があったものの、配当金の支払額5億22百万円によ
るものであります。 

  

今期の見通しは、長引く景気低迷の中、設備投資の減少、雇用情勢の悪化など、景気回復の先行きが見
えない状況が続くものと思われます。 
 食肉業界においても、個人消費の回復が遅れる中、需要の低迷が懸念され、当社にとっては厳しい経営
環境が続くことが予想されます。 
 このような状況の中、当社グループはこれまでの組織再編による分社化の経営効率化を最大限追求すべ
く、営業拠点の開拓、販売シェアの拡大、生産供給基地の拡充と取扱商品の安全性の確保、海外仕入拠点
の開拓等の投資を行い、お客様ニーズに合った安心で安全な食材を正確に提供することを心がけてまいり
ます。 
 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月14日決算発表時の業績予想から変更はありま
せん。連結売上高2,600億円、連結営業利益27億円、連結経常利益28億円、連結当期純利益10億円を見込
んでおります。 
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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
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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：百万円）

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 8,768 8,047

受取手形及び売掛金 23,372 26,972

商品及び製品 9,626 8,643

仕掛品 602 631

原材料及び貯蔵品 1,256 1,325

その他 4,702 4,120

貸倒引当金 △43 △54

流動資産合計 48,285 49,685

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,093 10,230

土地 8,982 8,613

その他（純額） 3,610 3,295

有形固定資産合計 22,685 22,138

無形固定資産   

のれん 423 476

その他 228 221

無形固定資産合計 652 697

投資その他の資産   

その他 10,379 8,991

投資その他の資産合計 10,379 8,991

固定資産合計 33,717 31,828

繰延資産 32 37

資産合計 82,035 81,551
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（単位：百万円）

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 12,033 11,903

短期借入金 19,245 17,923

未払法人税等 602 1,416

賞与引当金 959 1,005

その他 12,367 11,728

流動負債合計 45,208 43,976

固定負債   

社債 3,290 3,380

長期借入金 6,772 7,591

退職給付引当金 1,712 1,701

その他 2,021 1,810

固定負債合計 13,796 14,484

負債合計 59,004 58,461

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 4,979 5,158

自己株式 △2,249 △2,248

株主資本合計 23,248 23,428

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △139 △288

繰延ヘッジ損益 △263 △244

為替換算調整勘定 △163 △190

評価・換算差額等合計 △566 △723

少数株主持分 348 384

純資産合計 23,031 23,090

負債純資産合計 82,035 81,551
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

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 60,193 55,759

売上原価 54,864 50,098

売上総利益 5,328 5,660

販売費及び一般管理費 4,886 4,914

営業利益 442 745

営業外収益   

受取利息 15 13

受取配当金 35 31

不動産賃貸料 153 151

受取保険金及び配当金 153 155

持分法による投資利益 10 14

その他 102 101

営業外収益合計 472 468

営業外費用   

支払利息 183 163

不動産賃貸費用 56 52

その他 81 48

営業外費用合計 320 265

経常利益 593 948

特別利益   

固定資産売却益 － 0

補助金収入 29 －

特別利益合計 29 0

特別損失   

固定資産売却損 2 1

固定資産除却損 66 22

減損損失 － 134

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 70 157

税金等調整前四半期純利益 553 791

法人税、住民税及び事業税 576 654

法人税等調整額 △240 △169

法人税等合計 336 484

少数株主利益 △3 △30

四半期純利益 220 337
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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）

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 553 791

減価償却費 382 452

のれん償却額 52 52

賞与引当金の増減額（△は減少） △99 △46

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △395 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 81 △1

受取利息及び受取配当金 △50 △45

支払利息 183 163

持分法による投資損益（△は益） △10 △14

固定資産売却損益（△は益） 2 0

固定資産除却損 66 22

減損損失 － 134

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） △898 3,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,618 △882

前渡金の増減額（△は増加） △1,100 △517

仕入債務の増減額（△は減少） 2,721 122

その他 665 566

小計 △460 4,422

利息及び配当金の受取額 59 52

利息の支払額 △168 △141

法人税等の支払額 △839 △1,444

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,409 2,890

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 △63 △104

定期預金の払戻による収入 135 167

固定資産の取得による支出 △756 △867

固定資産の売却による収入 14 4

投資有価証券の取得による支出 △3 △1,147

投資有価証券の売却による収入 0 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △9 3

長期貸付けによる支出 △200 △138

長期貸付金の回収による収入 119 147

子会社株式の取得による支出 △45 －

その他 △112 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △920 △1,925
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（単位：百万円）

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) 

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） 2,110 1,380

長期借入金の返済による支出 △1,511 △916

リース債務の返済による支出 △0 △56

社債の償還による支出 △90 △90

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △522 △522

少数株主からの払込みによる収入 20 －

その他 △6 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △0 △212

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,363 766

現金及び現金同等物の期首残高 12,280 7,788

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189 16

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,106 8,571
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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)及び当第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) 

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。 
  

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)及び当第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) 

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。 
  

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)及び当第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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