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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 2,823 △4.5 242 △22.2 240 △22.7 85 △44.8
21年3月期第1四半期 2,957 ― 311 ― 311 ― 155 ―

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 9.26 ―
21年3月期第1四半期 16.66 ―

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 8,930 3,115 30.2 291.45
21年3月期 7,614 3,025 34.7 286.11

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,694百万円 21年3月期  2,645百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― 6.00

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

5,500 △4.5 300 △30.9 280 △33.8 130 △30.4 14.01

通期 9,000 △9.2 450 △25.9 400 △31.6 250 △19.0 26.94
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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） 

(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 
（注） 業績予想につきましては、現時点において合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の
業績は予想数値と異なる可能性があります。 

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 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  754,067株 21年3月期  753,681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  9,246,123株 21年3月期第1四半期  9,317,908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、平成２０年秋の米国発の世界的な金融危機による経済情勢不

振の影響をうけ、企業業績が大幅に下降し、また、雇用情勢の急速な悪化による所得の伸び悩み、個人消費の冷え

込みなど、景気後退が続く厳しい状況となりました。 

こうしたなか、当社グループは、一層の効率化によるコストダウンに傾注いたしました。主力の製粉事業におき

ましては、平成２１年４月１日から外国産小麦の政府売渡価格が平均１４.８％引き下げられたことに伴い５月１

１日出荷分から業務用小麦粉販売価格の改定をいたしました。当第１四半期の経営成績は、価格改定と、ふすま市

況の下落の影響をうけ前年同四半期比は減収減益となりました。 

この結果、当第１四半期の売上高は２８億２千３百万円（前年同四半期比１億３千３百万円減、４.５％減）と

なりました。営業利益は２億４千２百万円（前年同四半期比６千９百万円減、２２.２％減）、経常利益は２億４

千万円（前年同四半期比７千万円減、２２.７％減）、当第１四半期純利益は８千５百万円（前年同四半期比６千

９百万円減、４４.８％減）となりました。 

 当第１四半期末における総資産は８９億３千万円、前期末比１３億１千５百万円増、１７.３％増となりました。

流動資産は４７億８千９百万円となり、前期末比１３億６千４百万円増、３９.８％増となりました。これは主とし

て現預金が前期末比１億９千６百万円増、３９.９％増、売上債権が前期末比６億６千万円増、６４.５％増、棚卸資

産が前期末比５億３千３百万円増、２９.８％増によるものであります。 

 固定資産は４１億４千１百万円となり、前期末比４千８百万円の減、１.２％減となりました。これは有形固定資

産が３５億４百万円となり、前期末比７千６百万円の減、２.１％減となりました。これは主として減価償却による

ものであります。 

 投資その他の資産は６億２千６百万円となり、前期末比２千１百万円の増、３.５％増となり、主として投資有価

証券が前期末比３千４百万円増、９.１％増によるものであります。 

 当第１四半期末における負債総額は、５８億１千５百万円で、前期末比１２億２千６百万円の増、２６.７％増と

なりました。これは主として長短借入金１２億３千２百万円の増、３２.７％増によるものであります。 

 当第１四半期末の純資産は、３１億１千５百万円で前期末比８千９百万円増、３.０％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。 

①製粉事業 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、価格改定と、ふすま市況の下落の影響もあり売上高１５

億４千８百万円（前年同四半期比８千１百万円減、５.０％減）、営業利益は１億２千３百万円（前年同四半期比９

千４百万円減、４３.４％減）となりました。 

②食品事業 

 食品事業におきましては、売上高は１１億９千５百万円（前年同四半期比６百万円減、０.５％減）となりました

が、営業利益は１億７千万円（前年同四半期比３千５百万円増、２５.８％増）の増益となりました。 

③畜産事業 

 畜産事業におきましては、品質本位の黒毛和牛の高級肉供給に努めましたが、景気低迷の影響による食肉市況の軟

調と飼料高の影響で、売上高は６千４百万円（前年同四半期比４千３百万円減、４０.５％減）となり、営業損失は

３百万円（前年同四半期は９６万円の損失）となりました。 

④その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は１千５百万円（前年同四半期比２百万円減、１３.６％減）、営業利益は

微増となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、９億３千８

百万円の支出となりました。これは主として売上債権の増加６億６千万円、棚卸資産の増加５億３千３百万円による

ものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、４千８百万円の支出となりました。これは主として有形固定資産の取得４

千１百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１１億８千４百万円の収入となりました。これは主として長短借入金が１

２億３千２百万円の増加及び配当金支払４千８百万円によるものであります。 

 この結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物残高は６億８千９百万円となり前期末比１億９千６百万円

の増加となりました。 

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



 平成２２年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成２１年５月１２日に公表いた

しました業績予想を変更しておりません。 

 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棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

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。 

 たな卸資産の簿価切下げに関しましては、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税金費用の計算 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計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場合に、前連結会計年度決算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。  

 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 689,900 493,122

受取手形及び売掛金 1,684,376 1,024,243

商品及び製品 1,965,823 1,373,187

原材料及び貯蔵品 355,880 414,944

繰延税金資産 34,805 50,079

その他 76,661 82,609

貸倒引当金 △18,399 △13,248

流動資産合計 4,789,048 3,424,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,513,255 1,528,139

機械装置及び運搬具（純額） 1,424,115 1,485,308

土地 475,104 475,104

建設仮勘定 12,412 15,152

その他（純額） 80,019 78,035

有形固定資産合計 3,504,908 3,581,741

無形固定資産   

その他 10,324 3,400

無形固定資産合計 10,324 3,400

投資その他の資産   

投資有価証券 412,477 378,239

長期貸付金 2,430 2,795

繰延税金資産 10,690 24,346

その他 211,191 209,957

貸倒引当金 △10,571 △10,571

投資その他の資産合計 626,218 604,767

固定資産合計 4,141,451 4,189,909

資産合計 8,930,499 7,614,846



（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 229,131 141,639

短期借入金 4,980,040 3,728,190

未払法人税等 85,498 147,188

役員賞与引当金 1,250 5,000

その他 325,149 353,457

流動負債合計 5,621,069 4,375,475

固定負債   

長期借入金 16,685 36,050

退職給付引当金 57,123 56,903

その他 120,234 120,592

固定負債合計 194,042 213,545

負債合計 5,815,112 4,589,020

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,241,972 2,211,808

自己株式 △176,606 △176,527

株主資本合計 2,633,003 2,602,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,691 42,534

評価・換算差額等合計 61,691 42,534

少数株主持分 420,691 380,372

純資産合計 3,115,386 3,025,825

負債純資産合計 8,930,499 7,614,846



（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 2,957,712 2,823,834

売上原価 2,309,574 2,256,092

売上総利益 648,138 567,742

販売費及び一般管理費 336,162 324,965

営業利益 311,975 242,776

営業外収益   

受取利息 39 15

受取配当金 8,767 4,300

受取賃貸料 225 225

助成金収入 351 584

その他 2,979 1,171

営業外収益合計 12,362 6,295

営業外費用   

支払利息 12,746 8,420

その他 460 110

営業外費用合計 13,206 8,531

経常利益 311,131 240,541

特別利益   

固定資産売却益 183 －

貸倒引当金戻入額 178 －

特別利益合計 362 －

特別損失   

固定資産売却損 384 －

固定資産除却損 － 10,546

関係会社株式評価損 2,448 －

特別損失合計 2,832 10,546

税金等調整前四半期純利益 308,661 229,994

法人税等 115,085 101,727

少数株主利益 38,355 42,624

四半期純利益 155,220 85,642



（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 308,661 229,994

減価償却費 92,335 92,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） △178 5,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,237 219

受取利息及び受取配当金 △8,806 △4,315

支払利息 12,746 8,420

有形固定資産売却損益（△は益） 201 －

有形固定資産除却損 － 10,546

関係会社株式評価損 2,448 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,261 △21,263

売上債権の増減額（△は増加） △627,300 △660,133

たな卸資産の増減額（△は増加） △671,213 △533,572

仕入債務の増減額（△は減少） 120,057 87,492

未払債務の増減額（△は減少） △10,804 －

その他 △71,637 △1,836

小計 △867,515 △786,635

利息及び配当金の受取額 8,806 4,315

利息の支払額 △12,906 △8,303

法人税等の支払額 △109,617 △148,283

営業活動によるキャッシュ・フロー △981,232 △938,906

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 △13,687 △41,418

有形固定資産の売却による収入 1,621 －

無形固定資産の取得による支出 － △7,309

投資有価証券の取得による支出 △148 △206

貸付金の回収による収入 365 365

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,850 △48,569

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 13,010,000 12,360,000

短期借入金の返済による支出 △11,850,000 △11,090,000

長期借入金の返済による支出 △38,765 △37,515

自己株式の取得による支出 △2,395 △79

配当金の支払額 △62,385 △44,766

少数株主への配当金の支払額 △3,384 △3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,053,069 1,184,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,987 196,778

現金及び現金同等物の期首残高 531,881 493,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 591,868 689,900



 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） 

   

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため、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）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） 

海外売上高がないため該当事項はありません。   

 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〕

  
製粉事業 
（千円） 

食品事業 
（千円） 

畜産事業 
（千円） 

その他の 
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  1,630,087  1,201,656  108,406 17,563  2,957,712  －  2,957,712

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 51,644  1,843  －  29  53,518  (53,518)  －

  計  1,681,732  1,203,500  108,406  17,592  3,011,230  (53,518)  2,957,712

 営業利益又は営業損失（△）  218,516  135,879  △964  89  353,520  (41,544)  311,975

  
製粉事業 
（千円） 

食品事業 
（千円） 

畜産事業 
（千円） 

その他の 
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  1,548,742  1,195,410  64,508  15,172  2,823,834  －  2,823,834

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 54,420  3,021  －  22  57,464  (57,464)  －

  計  1,603,163  1,198,432  64,508  15,195  2,881,299  (57,464)  2,823,834

 営業利益又は営業損失（△）  123,626  170,923  △3,886  100  290,763  (47,986)  242,776

〔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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