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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 7,595 △5.5 197 125.6 203 121.0 117 140.1
21年3月期第1四半期 8,033 ― 87 ― 92 ― 49 ―

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 6.94 ―

21年3月期第1四半期 2.89 ―

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 18,113 4,314 23.8 254.39
21年3月期 18,011 4,207 23.4 248.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,313百万円 21年3月期  4,206百万円

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 ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 1.00 1.00

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

16,200 △1.2 120 △47.2 110 △49.5 30 △64.3 1.76

通期 32,200 0.0 250 △53.7 200 △61.1 50 △72.3 2.94
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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  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 

本資料に記載されている業績見通し等の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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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 17,000,000株 21年3月期  17,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  44,452株 21年3月期  43,027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 16,955,948株 21年3月期第1四半期 16,965,054株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業収益の大幅な

悪化に伴う設備投資の抑制、雇用情勢の先行き不安など、厳しい状況で推移しました。加えて、新型イン

フルエンザの世界的な感染も、社会生活に大きな影響を与えました。 

 当業界におきましては、消費者の買い控えや食肉相場の低迷等もあり、厳しい環境で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは引き続き「お客様第一にあふれる味覚をお届けします」はもと

より、「安全・安心・美味しさ」及び「食」を通じて「福」を創造することをモットーとして、販売に注

力してまいりました。また、生産革新の基本となるローコスト・オペレーションの一層の推進を図り、コ

ストダウンに努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、消費の減退、食肉相場の低迷等の影響もあり、75

億95百万円(前年同期比5.5％減)となりました。利益につきましては、主に加工食品の売上が比較的好調

に推移したこともあり、営業利益１億97百万円(前年同期比125.6％増)、経常利益は２億３百万円(前年同

期比121.0％増)、四半期純利益は１億17百万円(前年同期比140.1％増)となりました。 

部門別の業績は次のとおりです。 

加工品部門 

  加工品部門につきましては、引き続き「チョップドハム」及び「お肉屋さんのソーセージ」等ウインナ

ー・ソーセージ類が堅調に推移し売上に貢献することが出来ました。 

  なお、惣菜製品に関しましては、前連結会計年度まで惣菜部門として別途表示しておりましたが、中国

商品の安全に係わる問題や国内における偽装事件など一連の食品に関する諸問題等の影響もあり売上高が

少額となりましたので当第１四半期連結会計期間より加工品部門に含めて記載しております。 

 その結果、売上高は36億22百万円(前年同期比0.3％増)となりました。 

食肉部門 

  食肉部門につきましては、豚枝肉相場の低迷や円高にともなう輸入肉の単価下落があったものの収益重

視の販売を行い収益向上に貢献することが出来ましたが、消費者の買い控えや食肉相場の低迷等の影響も

あり売上高は大きく落ち込みました。 

 その結果、売上高は39億73百万円(前年同期比10.1％減)となりました。 
  

(1)資産、負債、純資産等の状況 

（資産の部) 

  当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億１百万円増加の181億13百

万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ15百万円増加の81億94百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金２億40百万円の減少と商品及び製品１億７百万円及び繰延税金資産51百万円の増加等によるも

のであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ85百万円増加の99億18百万円となりました。主な要因は、投資

有価証券の評価替等による90百万円の増加等によるものであります。 

（負債の部) 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少の137億98百万円

となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加の109億89百万円となりました。主な要因は、支

払手形及び買掛金１億６百万円、未払金１億77百万円の増加と賞与引当金１億６百万円、未払法人税等

82百万円の減少等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ94百万円減少の28億８百万円となりました。主な要因は、長期

借入金93百万円の減少等によるものであります。 

（純資産の部) 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億６百万円増加の43億14百

万円となりました。主な要因は、四半期純利益による利益剰余金49百万円及びその他有価証券評価差額

金56百万円の増加等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
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(2)連結キャッシュ・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は、前連結会計年度末に比べ２億40百万円

減少の28億76百万円となりました。 

 当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、８百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益１

億98万円、減価償却費１億２百万円、たな卸資産の増加１億61百万円及び法人税等の支払額１億96百万

円等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、59百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支

出57百万円等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、１億89百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による

支出１億34百万円の減少及び配当金の支払額67百万円等によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間におきま

して食肉部門の売上高が大きく落ち込む等、今後の業績が一段と厳しくなることが予想されることから、

平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想の変更は行なっておりません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。 

  
  

当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

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：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 3,086,998 3,327,363

受取手形及び売掛金 3,140,582 3,106,635

商品及び製品 1,171,230 1,063,293

仕掛品 71,486 57,428

原材料及び貯蔵品 517,894 478,436

繰延税金資産 168,026 116,822

その他 46,482 37,203

貸倒引当金 △8,007 △8,210

流動資産合計 8,194,694 8,178,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,803,431 2,835,683

土地 3,350,829 3,350,829

その他（純額） 788,555 717,498

有形固定資産合計 6,942,816 6,904,010

無形固定資産 28,541 30,296

投資その他の資産   

投資有価証券 1,620,854 1,530,837

繰延税金資産 1,022,446 1,060,314

その他 500,653 514,640

貸倒引当金 △196,853 △207,440

投資その他の資産合計 2,947,101 2,898,352

固定資産合計 9,918,459 9,832,659

資産合計 18,113,153 18,011,632
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(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 2,595,298 2,489,016

短期借入金 7,250,700 7,272,400

未払金 725,231 547,654

未払法人税等 130,023 212,783

賞与引当金 117,012 223,871

その他 171,696 154,823

流動負債合計 10,989,962 10,900,549

固定負債   

長期借入金 849,750 942,750

退職給付引当金 1,619,205 1,632,183

役員退職慰労引当金 194,539 191,676

その他 145,380 136,502

固定負債合計 2,808,874 2,903,112

負債合計 13,798,837 13,803,662

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,691,370 2,691,370

資本剰余金 1,503,937 1,503,937

利益剰余金 46,004 △3,918

自己株式 △9,555 △9,272

株主資本合計 4,231,757 4,182,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,565 24,864

評価・換算差額等合計 81,565 24,864

少数株主持分 993 989

純資産合計 4,314,316 4,207,969

負債純資産合計 18,113,153 18,011,632
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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：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 8,033,805 7,595,125

売上原価 6,619,624 6,066,068

売上総利益 1,414,181 1,529,057

販売費及び一般管理費 1,326,734 1,331,816

営業利益 87,447 197,241

営業外収益   

受取利息及び配当金 14,467 11,686

不動産賃貸料 21,375 21,359

その他 7,134 9,146

営業外収益合計 42,978 42,192

営業外費用   

支払利息 37,964 35,792

その他 399 173

営業外費用合計 38,364 35,965

経常利益 92,061 203,467

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,127

特別利益合計 － 1,127

特別損失   

固定資産除却損 104 5,947

特別損失合計 104 5,947

税金等調整前四半期純利益 91,957 198,647

法人税、住民税及び事業税 92,374 124,011

法人税等調整額 △49,457 △43,119

法人税等合計 42,917 80,891

少数株主利益 4 3

四半期純利益 49,035 117,751
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(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 91,957 198,647

減価償却費 96,147 102,591

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,909 2,862

貸倒引当金の増減額（△は減少） 587 △10,790

受取利息及び受取配当金 △14,467 △11,686

支払利息 37,964 35,792

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,588 △12,978

固定資産除却損 104 5,947

売上債権の増減額（△は増加） △21,259 △33,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △266,560 △161,454

仕入債務の増減額（△は減少） 183,613 45,909

その他 132,286 67,625

小計 256,052 228,519

利息及び配当金の受取額 14,761 11,964

利息の支払額 △38,479 △35,624

法人税等の支払額 △115,043 △196,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,291 8,167

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 △18,957 △57,237

投資有価証券の取得による支出 △3,313 △3,532

その他 185 1,562

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,086 △59,206

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） 120,000 20,000

長期借入金の返済による支出 △134,700 △134,700

配当金の支払額 － △67,827

リース債務の返済による支出 － △6,516

その他 △179 △282

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,879 △189,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 80,325 △240,365

現金及び現金同等物の期首残高 2,337,630 3,117,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,417,956 2,876,998
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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) 

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) 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分し

た結果、同一事業種類の売上高及び営業損益の額がいずれも全セグメントの90％を超えているので、記

載を省略いたしました。 

  

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) 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分し

た結果、同一事業種類の売上高及び営業損益の額がいずれも全セグメントの90％を超えているので、記

載を省略いたしました。 

  

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) 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、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) 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、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。  

  

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) 

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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