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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※平成22年３月期から財務諸表の作成を始めたため、平成21年３月期第２四半期の数値は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 6,647 ― 131 ― 122 ― 117 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 3.78 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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 3,853 1,404 36.5 45.04
21年3月期 3,746 1,287 34.4 41.29

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,404百万円 21年3月期  1,287百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 13,000 32.9 190 ― 166 ― 156 ― 5.00



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 31,337,000株 21年3月期  31,337,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  150,958株 21年3月期  147,129株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 31,187,028株 21年3月期第2四半期 31,207,047株

※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の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等につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】
３.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部景気の持ち直しの兆しが見られるものの、依然として企業業績

の落ち込みや所得・雇用に対する不安により個人消費が低迷するなど、極めて厳しい状況で推移いたしました。 

  加工食品業界におきましても、お客様の生活防衛意識の高まりから低価格志向が顕著となり、厳しい環境が続い

ております。 

 このような状況の中、加工食品事業の拡大策として新商品を導入し、積極的な販売促進活動を行い売上の増強を

図ってまいりました。生産部門では生産設備を更新し生産効率を高めるとともに、増産への対応も行い、製品の安

全及び品質の確保に努めてまいりました。  

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は66億47百万円となり、製造や販売のコスト削減に取り組んだことや

原料価格の低下も影響し、営業利益は１億31百万円、経常利益は１億22百万円、当第２四半期累計期間の純利益は

１億17百万円を計上することができました。 

  

事業の種類別の業績は次のとおりです。 

  

 ①加工食品事業 

 食肉加工品につきましては、キャンペーンなどの販売促進活動を積極的に行ったことや内食の需要の高まり

から「フェストエッセンシリーズ」や「元気な食卓シリーズ」などのハム・ソーセージの販売が比較的好調に

推移しました。また、中元ギフトにつきましても、全社あげての獲得運動を展開し前年を上回ることができま

した。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は41億67百万円となりました。 

 その他惣菜等につきましては、価格競争が一層激化し採算面では厳しい商材もありましたが、新商品の導入

や大口得意先などへ積極的に販売拡大を図った結果、当第２四半期累計期間の売上高は24億78百万円でありま

す。 

②その他の事業 

 不動産の賃貸収入のみで、当第２四半期累計期間の売上高は1百万円であります。  

  

  

  

  当第２四半期会計期間末における総資産は38億53百万円となり、前事業年度末と比べ１億６百万円の増加となりま

した。資産の部では、売掛金が52百万円の増加、工場の生産設備投資で有形固定資産が87百万円増加したことなどに

よるものです。負債の部では、買掛金が47百万円及び設備関係未払金が40百万円などが増加いたしましたが、関係会

社短期借入金が１億90百万円減少したことなどもあり、負債合計で９百万円の減少となっております。純資産は当第

２四半期純利益などで１億16百万円増加し、14億４百万円であります。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期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。）の残高は48百万円となり、前事業

 年度末と比較して４百万円の増加となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況は、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２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は２億81百万円となりました。主な増加要因

   は、税引前四半期純利益１億22百万円、仕入債務の増加額47百万円及び未払消費税等の増加額33百万円等であ

   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73百万円で、これは主に工場の生産設備の投資額71百万円等であります。

  （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２億２百万円であります。これは主に関係会社短期借入金の純減額１億90

   百万円等であります。  

      

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



 当社は、平成21年10月15日に平成22年３月期第２四半期累計期間及び平成22年３月期通期の個別業績予想数値の修

正を行っております。当第２四半期累計期間までの実績は業績予想を上回る結果となりました。第３四半期以降につ

きましては、一層の販売価格の低下傾向の圧力が強まり利幅の減少等や退職給付費用の積立増など経費の増加も予想

されることから、修正前の業績予想から営業利益、経常利益及び当期純利益を45百万円減少させております。従いま

して、第２四半期累計期間の実績を加味した平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、売上高130億円、営

業利益１億90百万円、経常利益１億66百万円及び当期純利益を１億56百万円と見込んでおります。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

当社は、前事業年度に10百万円の営業赤字を計上し、営業キャッシュ・フローも前事業年度はスターゼン

グループの再編成に伴い、グループ内の回収・支払期日変更等により、一時的に４億47百万円の大幅なマイ

ナスとなっており、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況」が存在しておりました。 

当該状況を解消するため、当事業年度は加工食品事業の拡大策として、新商品を導入し、積極的な販売促  

進活動を行い売上の増強を図るとともに、原材料の仕入価格の見直しを図っております。生産部門では、歩

留まりの向上に努め、生産性向上、省力化のための設備投資を積極的に行っております。その結果、当第２

四半期累計期間では営業利益を１億31百万円計上し、営業キャッシュ・フローも２億81百万円の収入増とな

り、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況」の解消に着実に向かっているものと判断して

おります。 

また、資金面では、スターゼン株式会社の資金管理システムを利用した融資枠を平成21年６月より３億円

増額し13億円に設定し、万全の体制で対処しております。従いまして、当社は、継続企業の前提に関する重

要な不確実性は認められません。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

（３）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 48,633

売掛金 1,200,010

商品及び製品 417,392

仕掛品 25,049

原材料及び貯蔵品 198,180

未収入金 3,810

その他 11,885

貸倒引当金 △747

流動資産合計 1,904,215

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 40,481

構築物（純額） 6,509

機械及び装置（純額） 108,118

車両運搬具（純額） 13,367

工具、器具及び備品（純額） 32,320

土地 1,493,013

リース資産（純額） 170,481

有形固定資産合計 1,864,292

無形固定資産  

のれん 55,000

電話加入権 4,748

ソフトウエア 2,092

その他 2,836

無形固定資産合計 64,677

投資その他の資産  

投資有価証券 9,491

関係会社株式 0

出資金 5,278

長期前払費用 1,064

差入保証金 4,399

投資その他の資産合計 20,232

固定資産合計 1,949,203

資産合計 3,853,418



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 982,382

関係会社短期借入金 792,328

リース債務 25,020

未払金 131,408

設備関係未払金 40,897

未払費用 67,633

未払法人税等 11,856

未払消費税等 33,591

賞与引当金 119,550

その他 6,405

流動負債合計 2,211,075

固定負債  

リース債務 150,464

繰延税金負債 822

退職給付引当金 65,654

長期預り保証金 1,004

長期未払金 19,765

固定負債合計 237,710

負債合計 2,448,785

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,699,968

資本剰余金 909,840

利益剰余金 △1,189,667

自己株式 △16,719

株主資本合計 1,403,421

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 1,211

評価・換算差額等合計 1,211

純資産合計 1,404,633

負債純資産合計 3,853,418



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 6,647,141

売上原価 5,750,413

売上総利益 896,727

販売費及び一般管理費 765,334

営業利益 131,393

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 61

受取手数料 461

貸倒引当金戻入額 155

雑収入 1,433

営業外収益合計 2,119

営業外費用  

支払利息 9,485

雑損失 1,487

営業外費用合計 10,972

経常利益 122,540

税引前四半期純利益 122,540

法人税、住民税及び事業税 4,733

法人税等合計 4,733

四半期純利益 117,807



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 122,540

減価償却費 31,010

のれん償却額 25,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △155

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,721

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,481

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 9,485

売上債権の増減額（△は増加） △52,753

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,575

仕入債務の増減額（△は減少） 47,010

未払債務の増減額（△は減少） 23,218

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,997

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,591

その他 3,700

小計 299,354

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △9,494

法人税等の支払額 △8,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,068

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 △71,710

差入保証金の差入による支出 △1,226

差入保証金の回収による収入 292

その他 △1,265

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,909

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） △190,640

リース債務の返済による支出 △11,648

自己株式の取得による支出 △312

財務活動によるキャッシュ・フロー △202,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,557

現金及び現金同等物の期首残高 44,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,633



 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（参考）前期連結財務諸表等 
（１）前連結会計年度末連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 44,076

売掛金 1,147,257

商品及び製品 452,573

仕掛品 12,866

原材料及び貯蔵品 180,757

未収入金 13,101

その他 9,297

貸倒引当金 △902

流動資産合計 1,859,027

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 50,128

機械装置及び運搬具（純額） 25,937

土地 1,493,013

リース資産（純額） 177,207

その他（純額） 30,973

有形固定資産合計 1,777,261

無形固定資産  

のれん 80,000

その他 9,221

無形固定資産合計 89,221

投資その他の資産  

投資有価証券 10,704

その他 10,354

投資その他の資産合計 21,058

固定資産合計 1,887,541

資産合計 3,746,569

負債の部  

流動負債  

買掛金 935,372

関係会社短期借入金 982,969

未払金 119,044

未払費用 57,441

未払法人税等 15,322

リース債務 23,537

賞与引当金 92,069

その他 2,492

流動負債合計 2,228,249



（単位：千円）

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) 

固定負債  

退職給付引当金 50,932

長期未払金 19,765

リース債務 157,308

繰延税金負債 1,367

その他 1,004

固定負債合計 230,378

負債合計 2,458,627

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,699,968

資本剰余金 909,840

利益剰余金 △1,307,474

自己株式 △16,407

株主資本合計 1,285,926

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,014

評価・換算差額等合計 2,014

純資産合計 1,287,941

負債純資産合計 3,746,569



（２）前第２四半期連結損益計算書 
（前第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) 

売上高 3,696,085

売上原価 3,340,614

売上総利益 355,471

販売費及び一般管理費 404,379

営業損失（△） △48,908

営業外収益  

受取利息 366

受取配当金 127

受取手数料 2,565

その他 2,021

営業外収益合計 5,081

営業外費用  

支払利息 1,942

支払手数料 1,713

その他 47

営業外費用合計 3,702

経常損失（△） △47,529

税金等調整前四半期純損失（△） △47,529

法人税、住民税及び事業税 4,560

法人税等合計 4,560

少数株主損失（△） △4,375

四半期純損失（△） △47,714



（３）前第２四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) 

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損失（△） △47,529

減価償却費 10,758

のれん償却額 20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,962

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,733

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,059

受取利息及び受取配当金 △493

支払利息 1,942

売上債権の増減額（△は増加） △27,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,257

仕入債務の増減額（△は減少） 147,607

未払債務の増減額（△は減少） 47,647

長期未払金の増減額（△は減少） 19,765

未払消費税等の増減額（△は減少） 72

その他の資産の増減額（△は増加） △6,096

その他の負債の増減額（△は減少） 2,916

小計 79,808

利息及び配当金の受取額 493

利息の支払額 △1,942

法人税等の支払額 △10,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,153

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 △1,866

長期前払費用の取得による支出 △784

差入保証金の差入による支出 △81

投資有価証券の取得による支出 △148

短期貸付金の増減額（△は増加） △18,498

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,378

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） △15,737

リース債務の返済による支出 △331

自己株式の取得による支出 △906

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,798

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2,201

現金及び現金同等物の期首残高 44,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 71,770



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） 

 当社グループは、前連結会計年度に50百万円の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも95百万円の

マイナスとなっており、当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりました。 

 当第２四半期連結累計期間におきましても、営業キャッシュ・フローは68百万円のプラスとなりました

が、48百万円の営業損失を計上し、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消し、営業損益の黒字化を図るために、当第２四半期連結累計期間におき

ましては、生産面では栃木・埼玉両工場の生産設備の増強や整備を行い売上の拡大を図るとともに、工場内

の環境の整備を強化し一層の食品の安全と品質の確保を図っております。営業面ではギフト商品をより充実

させ、顧客の獲得増に努めるとともに、デリカの新商品群を投入し、販売の拡大を進めてまいりました。そ

の結果、営業損益は前年同期と比較しますと業績は大幅に改善しております。 

 第３四半期以降の当社グループは、歳暮ギフトや秋冬向けのデリカ惣菜等、売上及び利益を増大させる期

間でありますので、よりお客様のニーズに沿った製品の充実を図り、販売先の拡大に努めてまいります。ま

た、平成20年10月１日に、親会社であるスターゼン株式会社のハムソーセージ・デリカ販売事業を承継いた

しましたので、今後、加工食肉製品やデリカ商品の多様化を図ることを通して収益力を高め、生産部門と一

体となって物流業務を集約しコストの削減を進めてまいります。資金面では、引き続きスターゼン株式会社

の資金管理システムを利用し、資金調達及び運用の効率化を図っております。 

  

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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