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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 1,101 7.6 25 388.1 23 252.1 21 959.4
21年3月期第1四半期 1,023 7.2 5 △76.7 6 △66.8 2 △78.2

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 5.08 ―
21年3月期第1四半期 0.48 ―

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 3,850 1,302 33.6 310.06
21年3月期 3,757 1,283 33.9 305.30

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,294百万円 21年3月期  1,274百万円

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 ― 2.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

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

2,152 3.5 14 ― 6 ― △6 ― △1.59

通期 4,450 0.4 91 216.4 75 71.8 40 270.7 9.58



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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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 
上記の業績予想は、現時点で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、様々な要因によって大きく異なる場合があります。 

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 有

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 4,179,000株 21年3月期  4,179,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,639株 21年3月期  3,189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 4,175,638株 21年3月期第1四半期 4,175,811株



 当第１四半期におけるわが国の経済は、昨秋以降の世界的な金融危機を背景とし、企業収益の大幅な落ち込み

や雇用情勢の悪化により、個人消費も低迷するなど、大変厳しい中で推移いたしました。 

 食品業界におきましては、原材料や原油の価格高騰はやや落ち着いたものの、景気の悪化に伴う消費者の生活

防衛意識の高まりにより、価格競争が一層強まり、ますます厳しい状況となっております。 

 一方、消費者の食の安心・安全や信頼性を重視する価値観は、長期的なトレンドの中で、着実な高まりを続け

ております。特に、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社につきましては、品質や安全

に対する厳格な取り組みや、食糧自給率向上を目指す姿勢が、多くの消費者の支持を集めており、当社グループ

の売上高は堅調に増加いたしました。 

 また、広告宣伝費等の経費の圧縮を進めたことや、役員退職慰労引当金の積み増し額が前年同期を下回ったこ

と等により、販売費及び一般管理費を削減することができました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11億1百万円(前年同期比7.6％増）、営業利益は25百万円

（前年同期比388.1％増）、経常利益は23百万円（前年同期比252.1％増）、四半期純利益は21百万円（前年同期

比959.4％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（製造卸売事業） 

 主力の鶏肉及び冷凍食品は、販売は引き続き堅調に増加し増益要因となりました。一方、鶏卵事業につきまし

ては、農場からの鶏卵の引き取り単価が上昇したことにより減益要因となりました。なお、飼料価格につきまし

ては、仕入単価は前年同期と比べて低下しておりますが、飼料安定基金からの補填金収入も減少しておりますの

で、総合的なコストとしましては大きな変動はありませんでした。 

 この結果、製造卸売事業の売上は9億42百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は81百万円（前年同期比

9.4％増）となりました。 

（宅配事業） 

 当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、客単価

は引き続き前年を上回りましたが、会員数が前年同期を下回ったため、売上高は微減となりました。一方、会員

募集費や荷造包装費等の経費の見直しを行ったことと、前年度から進めてきた業務の見直しによる人件費の圧縮

により、販売費及び一般管理費を削減することができました。 

 この結果、宅配事業の売上高は1億58百万円（前年同期比2.3％減）、営業損失は2百万円（前年同期は8百万円

の損失）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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92百万円増加し、38億50百万円とな

りました。これは主に売掛金が32百万円、現金及び預金が27百万円増加したことによるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ73百万円増加し、25億47百万円となりました。これは主に長期

借入金が51百万円、買掛金が28百万円増加したことによるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し、13億2百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入れによる収

入、減価償却費、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ27百万円増加し、6億42百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は43百万円（前年同期比241.1％増）になりました。 

 これは主として、税金等調整前四半期純利益（21百万円）、減価償却費（37百万円）、仕入債務の増加（28百

万円）等から、たな卸資産の増加（34百万円）、売上債権の増加（32百万円）等を控除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） 

 投資活動の結果支出した資金は70百万円（前年同期は32百万円の支出）になりました。 

 これは主として、有形固定資産の取得による支出（70百万円）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） 

 財務活動の結果獲得した資金は54百万円（前年同期は1億22百万円の支出）になりました。 

 これは主として、長期借入れによる収入（1億円）等から、長期借入金の返済による支出（34百万円）等を控

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



除したことによるものであります。 

  

  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13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

 該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性が低下していること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。 

③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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、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、前連結会計年度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っております。 

  

①前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入

額」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしており

ます。 

 なお、前第１四半期累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は93千円であります。

②連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を主に９年としておりましたが、法人税法の改正を契機と

して資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より主に10年に変更しております。 

 この変更に伴う影響額は軽微であります。  

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



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 631,611 603,856

受取手形及び売掛金 510,899 478,580

有価証券 10,407 10,403

商品及び製品 117,556 101,704

仕掛品 243,547 226,128

原材料及び貯蔵品 38,855 37,921

その他 331,107 312,406

貸倒引当金 △951 △1,073

流動資産合計 1,883,034 1,769,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 702,693 708,948

土地 668,471 668,471

その他 227,930 241,319

有形固定資産合計 1,599,094 1,618,740

無形固定資産   

のれん 67,127 70,592

その他 24,630 26,036

無形固定資産合計 91,757 96,628

投資その他の資産 276,592 272,378

固定資産合計 1,967,444 1,987,747

資産合計 3,850,478 3,757,675

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 379,864 351,050

短期借入金 1,300,000 1,300,000

未払法人税等 3,133 14,297

賞与引当金 15,098 29,429

その他 379,111 366,302

流動負債合計 2,077,208 2,061,080

固定負債   

長期借入金 257,749 206,031

退職給付引当金 141,579 141,456

役員退職慰労引当金 40,881 40,234

その他 30,159 25,574

固定負債合計 470,369 413,297

負債合計 2,547,577 2,474,378



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 554,541

利益剰余金 18,210 5,309

自己株式 △2,716 △2,525

株主資本合計 1,284,186 1,271,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,457 3,423

評価・換算差額等合計 10,457 3,423

少数株主持分 8,257 8,397

純資産合計 1,302,901 1,283,297

負債純資産合計 3,850,478 3,757,675



（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 1,023,002 1,101,172

売上原価 780,736 847,568

売上総利益 242,266 253,604

販売費及び一般管理費 237,096 228,369

営業利益 5,169 25,234

営業外収益   

受取利息 1,470 1,151

受取配当金 372 631

補填金収入 6,274 616

その他 995 2,058

営業外収益合計 9,112 4,457

営業外費用   

支払利息 7,605 6,658

その他 143 26

営業外費用合計 7,748 6,684

経常利益 6,534 23,007

特別利益   

固定資産売却益 358 348

貸倒引当金戻入額 － 140

その他 189 －

特別利益合計 548 489

特別損失   

固定資産売却損 364 1,519

固定資産除却損 307 711

特別損失合計 671 2,230

税金等調整前四半期純利益 6,410 21,265

法人税、住民税及び事業税 1,960 1,990

法人税等調整額 2,422 △1,837

法人税等合計 4,382 153

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △140

四半期純利益 2,006 21,252



（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 6,410 21,265

減価償却費 34,167 37,071

のれん償却額 3,465 3,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37 △140

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,526 △14,331

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,494 122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,523 646

受取利息及び受取配当金 △1,842 △1,782

支払利息 7,605 6,658

有形固定資産売却損益（△は益） 6 1,170

有形固定資産除却損 307 711

売上債権の増減額（△は増加） 23,890 △32,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,931 △34,204

未収入金の増減額（△は増加） △14,694 △404

仕入債務の増減額（△は減少） △304 28,814

その他 19,661 42,303

小計 35,195 59,048

利息及び配当金の受取額 1,849 1,769

利息の支払額 △7,538 △6,787

法人税等の支払額 △16,857 △10,877

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,649 43,151

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 △28,024 △70,783

有形固定資産の売却による収入 1,769 2,843

投資有価証券の取得による支出 △15,000 －

貸付けによる支出 △430 △12,650

貸付金の回収による収入 13,240 10,404

ソフトウエアの取得による支出 △4,869 △100

その他 649 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,663 △70,345

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） △100,000 －

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △19,620 △34,790

自己株式の取得による支出 － △190

配当金の支払額 － △7,314

その他 △2,693 △2,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,313 54,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,327 27,759



（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 783,463 614,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 641,135 642,019



 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） 

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、業務の専門性及び業態を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商・製品 

３．会計方針の変更 

前第1四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、当第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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴う影響

額は軽微であります。 

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在外支店がないため、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〕

  
製造卸売事業 
（千円） 

宅配事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  861,014  161,988  1,023,002  －  1,023,002

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 30,288  772  31,060 (31,060)  －

計  891,302  162,760  1,054,062 (31,060)  1,023,002

営業利益又は営業損失（△）  74,639  △8,901  65,738 (60,568)  5,169

  
製造卸売事業 
（千円） 

宅配事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  942,952  158,219  1,101,172  －  1,101,172

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 28,246  1,080  29,326  (29,326)  －

計  971,199  159,300  1,130,499  (29,326)  1,101,172

営業利益又は営業損失（△）  81,665  △2,502  79,163  (53,928)  25,234

事業区分 主要な商・製品 

製造卸売事業 健康食肉 健康加工食品 健康鶏卵 健康牛乳 

宅配事業 
健康食肉 健康加工食品 健康鶏卵 健康牛乳 

有機農産物 一般健康食品等 

〔所在地別セグメント情報〕



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） 

海外売上高がないため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。 

  

〔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

６．その他の情報
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