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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 10,037 △4.7 △56 ― △23 ― △195 ―
21年3月期第2四半期 10,539 ― 10 ― 34 ― 7 ―

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2四半期 △33.82 ―
21年3月期第2四半期 1.26 ―

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2四半期 16,202 13,506 83.3 2,341.20
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2四半期  13,506百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 23,724 △2.2 534 △19.7 593 △17.5 153 △61.5 26.66



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平成21年10月23日付けで修正しております。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参照ください。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,768,954株 21年3月期第2四半期 5,768,966株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが一部では見られるものの、国際

金融危機による企業収益の悪化を背景とした設備投資の減少に加え、雇用悪化に伴う個人消費の低迷等により、景

気は未だ不安定で先行きに不安を抱えた状況下で推移いたしました。 

 外食産業におきましても、先行きに対する不透明感が消費動向に大きく影響し、生活防衛意識が高まったことに

よって、経営環境は一層厳しいものとなりました。 

 当社グループにおいては、節約志向に根ざした外食支出の減少に加え、「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、全国的に広がった事による集団行事等の自粛、それらに伴うホテル・観光旅館の宿泊需要

等が大幅に減少し、また、天候不順による観光地や娯楽施設への集客減少も重なり、当社グループ商材の販売に大

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、情報収集による市場ニーズに対応した商品

の企画開発力強化を進めると共に、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も引き続き推進しました。しかしな

がら、これらの実施施策も、市場の継続的な低迷により売上減少分を補うまでには至りませんでした。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、100億37百万円（前年同四半期比4.7％減）、営業損失

56百万円（前年同四半期は営業利益10百万円）、経常損失23百万円（前年同四半期は経常利益34百万円）となりま

した。また、繰延税金資産を1億84百万円取崩すことにより、四半期純損失1億95百万円（前年同四半期は四半期純

利益7百万円）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２四半期連結会計期間末における資産の残高は、162億2百万円（前連結会計年度末は166億77百万円）と

なり、4億74百万円減少いたしました。有価証券の増加（5億円から17億99百万円、12億99百万円増）があったも

のの、現金及び預金の減少（50億59百万円から38億61百万円、11億98百万円減）、投資有価証券の減少（9億44

百万円から4億29百万円、5億14百万円減）並びに繰延税金資産の減少（3億43百万円から1億62百万円、1億80百

万円減）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、26億96百万円（前連結会計年度末は27億92百万円）とな

り、96百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金の増加（16億45百万円から18億47百万円、2億2百万円増）

並びに賞与引当金の増加（1億36百万円から1億95百万円、59百万円増）があったものの、未払法人税等の減少

（2億96百万円から12百万円、2億83百万円減）が主な要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、135億6百万円（前連結会計年度末は138億84百万円）

となり、3億78百万円減少いたしました。四半期純損失並びに配当金の支払額により利益剰余金が3億39百万円減

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２四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、前連結会計年度末に比

べ16億98百万円減少し31億61百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、1億43百万円（前第２四半期連結累計期

間は71百万円支出）となりました。これは主に仕入債務の増加額2億2百万円があったものの、法人税等の支払額

2億85百万円及び売上債権の増加額1億35百万円により、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２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、14億10百万円（前第２四半期連結累計期

間は28百万円支出）となりました。これは主に定期預金の預入による支出7億円及び有価証券の取得による支出4

億99百万円により、資金が減少し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２四半期連結累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２四半期連結累計期

間は1億54百万円支出）となりました。これは配当金の支払額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



  

当第２四半期連結累計期間の業績及び今後の業績などを踏まえて通期業績予想を見直した結果、平成21年５月

12日に発表しました平成22年３月期業績予想を修正致しました。 

詳細は平成21年10月23日に発表しております「繰延税金資産の取崩し及び業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

(A)たな卸資産の評価方法 

 当第２四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。 

(B)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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,861,434 5,059,677

受取手形及び売掛金 3,039,262 2,902,781

有価証券 1,799,654 500,000

商品及び製品 1,044,432 1,021,805

原材料及び貯蔵品 58,237 46,814

繰延税金資産 114,970 93,561

その他 52,836 93,775

貸倒引当金 △7,328 △7,343

流動資産合計 9,963,499 9,711,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,223,684 1,214,039

機械装置及び運搬具（純額） 278,263 306,921

土地 3,847,031 3,847,031

建設仮勘定 3,150 10,283

その他（純額） 65,565 74,767

有形固定資産合計 5,417,695 5,453,043

無形固定資産 73,270 59,291

投資その他の資産   

投資有価証券 429,824 944,440

繰延税金資産 47,970 249,674

その他 285,501 271,225

貸倒引当金 △14,952 △11,474

投資その他の資産合計 748,344 1,453,865

固定資産合計 6,239,310 6,966,200

資産合計 16,202,810 16,677,273



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,847,119 1,645,096

未払法人税等 12,590 296,090

賞与引当金 195,248 136,030

役員賞与引当金 2,145 7,035

その他 188,043 271,868

流動負債合計 2,245,146 2,356,120

固定負債   

退職給付引当金 169,302 164,029

役員退職慰労引当金 238,419 233,088

その他 43,632 39,547

固定負債合計 451,353 436,664

負債合計 2,696,499 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 8,930,040 9,269,381

自己株式 △105 △105

株主資本合計 13,569,112 13,908,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,801 △23,964

評価・換算差額等合計 △62,801 △23,964

純資産合計 13,506,311 13,884,489

負債純資産合計 16,202,810 16,677,273



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,539,293 10,037,575

売上原価 8,659,087 8,304,173

売上総利益 1,880,206 1,733,402

販売費及び一般管理費 1,869,291 1,790,246

営業利益又は営業損失（△） 10,914 △56,844

営業外収益   

受取利息 10,323 15,748

受取配当金 1,901 1,789

受取賃貸料 7,482 7,582

その他 6,407 11,193

営業外収益合計 26,114 36,313

営業外費用   

支払利息 62 －

有価証券売却損 928 1,460

賃貸収入原価 1,796 1,731

営業外費用合計 2,787 3,192

経常利益又は経常損失（△） 34,241 △23,723

特別利益   

固定資産売却益 33 －

貸倒引当金戻入額 2,321 －

特別利益合計 2,354 －

特別損失   

固定資産売却損 9 132

固定資産除却損 131 663

減損損失 13,600 －

特別損失合計 13,741 796

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（△）

22,855 △24,519

法人税、住民税及び事業税 29,798 6,119

法人税等調整額 △14,228 164,477

法人税等合計 15,569 170,597

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,285 △195,117



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

22,855 △24,519

減価償却費 135,408 122,114

賞与引当金の増減額（△は減少） 73,112 59,218

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,500 △4,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,071 5,273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,894 5,331

減損損失 13,600 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,172 3,462

受取利息及び受取配当金 △12,224 △17,528

支払利息 62 －

有価証券売却損益（△は益） 928 1,460

固定資産売却損益（△は益） △23 132

固定資産除却損 131 663

売上債権の増減額（△は増加） 97,193 △135,980

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,659 △34,049

仕入債務の増減額（△は減少） △16,256 202,022

その他の資産の増減額（△は増加） 34,879 28,051

その他の負債の増減額（△は減少） △42,110 △83,738

小計 245,189 127,024

利息及び配当金の受取額 7,833 15,747

利息の支払額 △57 －

法人税等の支払額 △323,985 △285,913

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,020 △143,140

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 － △700,000

定期預金の払戻による収入 500,000 200,000

有価証券の取得による支出 － △499,912

有価証券の償還による収入 500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △25,606 △79,636

有形固定資産の売却による収入 93 111

無形固定資産の取得による支出 △2,795 △22,176

投資有価証券の取得による支出 △1,000,000 △309,553

長期貸付金の回収による収入 － 210

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,309 △1,410,957

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 △9,996 －

自己株式の取得による支出 △45 －

配当金の支払額 △144,218 △144,144

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,259 △144,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,588 △1,698,242

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 4,400,002 3,161,434



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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



(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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比（％）  

水産加工品（千円）  19,583  81.9

農産加工品（千円）  144,036  92.7

その他（千円）  1,501  22.9

合計（千円）   165,121  88.9

区分 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比（％） 

水産加工品（千円）  3,410,418  97.1

農産加工品（千円）  4,072,102  94.3

畜肉加工品（千円）  520,460  94.6

その他（千円）   215,564  95.9

合計（千円）  8,218,546  95.5

区分 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年９月30日）  

前年同四半期比（％） 

水産加工品（千円）  4,008,367  96.4

農産加工品（千円）  5,139,251  94.5

畜肉加工品（千円）  614,363  94.0

その他（千円）  275,592  92.8

合計（千円）  10,037,575  95.3
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