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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） 

（注）当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については 
記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 
 

(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 7,357 ― 445 ― 449 ― 245 ―

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 25.37 ―

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 11,118 5,280 47.4 546.30
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,274百万円 21年3月期  ―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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 16.00

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  有  
（注）連結業績予想につきましては、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期の増減率については 
記載しておりません。 

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 15,670 ― 820 ― 820 ― 355 ― 36.76
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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） 

(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。 

(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 

１．当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期 
増減率については、記載しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想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、3ページ「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2四半期 9,868,800株 21年3月期  9,868,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  213,735株 21年3月期  210,294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 9,656,340株 21年3月期第2四半期 9,785,152株
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当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気の悪化が企業業績や雇
用情勢に影響を及ぼし、個人消費が引き続き低迷する厳しい状況で推移しました。 
食品業界におきましては、所得の伸び悩みや雇用情勢の悪化などによる生活防衛型の消費志向や低価格

を追求する動きが継続するとともに、企業間の低価格競争が進むなど厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況の下、当社は「食」を通じて豊かさとしあわせを提供する「おいしさで・しあわせをつ

くる」を企業理念に、主力製品の育成と拡販を強化継続し、業務用製品の積極的な推進に取り組むととも
に、安心安全かつ高品質な製品を供給することに注力いたしました。 
その結果、堅調な精肉需要を背景に生鮮各部門で展開している「ぱぱっと逸品シリーズ」は豊富なバリ

エーション、素材連動型の販売促進活動と値頃感から大幅に伸長いたしました。また、野菜とともに簡単
に美味しく食べることが出来る「たたききゅうりのたれ」や「ナムルのたれ」も需要が拡大し貢献いたし
ました。 
主要原料の購買面では、想定していた原材料費の上昇を計画内に留めたことで利益確保に努めました。
その結果、第2四半期連結累計期間の売上高は73億57百万円、営業利益4億45百万円、経常利益4億49百

万円、四半期純利益2億45百万円となりました。 
  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、111億18百万円となりました。固定資産が総資産の55.2％を
占め、流動資産は総資産の44.7％を占め、繰延資産は総資産の0.1％を占めております。  
負債は、58億37百万円となりました。流動負債が負債合計の65.5％を占め、固定負債は負債合計の

34.5％を占めております。 
純資産は、52億80百万円となりました。これの負債・純資産合計に占める比率は、47.5％でありま

す。 
  

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、14億34百万円
となりました。    
営業活動による資金の減少額は、5百万円となりました。税金等調整前四半期純利益4億49百万円を計

上しましたが、売上の増加に伴う売上債権の増加や棚卸資産の増加並びに前期決算にかかる法人税等の
確定納付額が大きく影響したことによるものであります。 
投資活動による資金の減少額は、設備投資に伴う有形固定資産の取得等により、2億37百万円となり

ました。 
財務活動による資金の増加額は、設備投資等に対応した長期借入金8億円の借入れを実施し、他の財

務的支出をカバーし、2億39百万円となりました。 
  

景気後退や雇用不安から、消費者の生活防衛意識の高まりや企業間競争の激化など食品業界を取り巻く
環境は今後も厳しい状況が続くものと予想されます。 
このような状況のなか、当社は、消費者の低価格志向に対応した製品を積極的に開発、投入し、販促キ

ャンペーンを行うとともに素材連動型の提案営業の取り組み強化を行うなど、増収につながる施策を実施
しており、当初の業績予想を上回る見込みとなることから、今期の業績予想を修正しております。 

  

【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

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按
分する方法によっております。 
  

固定費的な要素が大きいもの、又は重要性の乏しいものについては、合理的な算定方法による概算額
で計上する方法等によっております。 
  

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解
消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰延べる方法を採用しております。
   

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

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

 簡便な会計処理

①固定資産の減価償却費の算定方法

②経過勘定項目の算定方法

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

①原価差異の繰延処理

②税金費用の計算

(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

 該当事項はありません。
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,434

受取手形及び売掛金 2,205

商品及び製品 758

原材料 218

その他 426

貸倒引当金 △76

流動資産合計 4,968

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,776

土地 2,243

リース資産（純額） 775

その他（純額） 494

有形固定資産合計 5,290

無形固定資産 35

投資その他の資産  

投資その他の資産 816

貸倒引当金 △6

投資その他の資産合計 810

固定資産合計 6,136

繰延資産 14

資産合計 11,118

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,362

短期借入金 408

未払金 965

未払法人税等 206

賞与引当金 443

役員賞与引当金 11

その他 422

流動負債合計 3,821

固定負債  

長期借入金 689

退職給付引当金 293

役員退職慰労引当金 450

その他 583

固定負債合計 2,016

負債合計 5,837
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 870

資本剰余金 379

利益剰余金 4,128

自己株式 △113

株主資本合計 5,266

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 8

評価・換算差額等合計 8

少数株主持分 6

純資産合計 5,280

負債純資産合計 11,118
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 7,357

売上原価 3,717

売上総利益 3,640

販売費及び一般管理費 3,194

営業利益 445

営業外収益 23

営業外費用 20

経常利益 449

特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 449

法人税、住民税及び事業税 206

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 245
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,928

売上原価 1,978

売上総利益 1,950

販売費及び一般管理費 1,654

営業利益 295

営業外収益 14

営業外費用 10

経常利益 299

特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 299

法人税、住民税及び事業税 128

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 172
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 449

減価償却費 290

賞与引当金の増減額（△は減少） 51

売上債権の増減額（△は増加） △455

たな卸資産の増減額（△は増加） △327

仕入債務の増減額（△は減少） 248

その他 △65

小計 190

法人税等の支払額 △183

その他の支出 △12

営業活動によるキャッシュ・フロー △5

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 △233

投資有価証券の取得による支出 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △237

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） 50

長期借入れによる収入 800

長期借入金の返済による支出 △63

社債の償還による支出 △300

リース債務の返済による支出 △168

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー 239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3

現金及び現金同等物の期首残高 1,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,434
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該当事項はありません。 
  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21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） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める食品事業の割合が、いずれも90％を超え
ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21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） 

本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 
  

〔海外売上高〕 

当第2四半期連結会計期間（自 平成21年7月1日 至 平成21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。 
  

  

 当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の財務諸表につきま
しては、記載しておりません。

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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前事業年度末、前第2四半期累計期間及び前第2四半期会計期間に係る財務諸表 

(1)貸借対照表 
                                         （単位：百万円）       

「参考資料」

科目
前事業年度末

(平成21年3月31日)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 1,422

   受取手形 67

   売掛金 1,681

   商品及び製品 432

   原材料 216

   前払費用 36

   繰延税金資産 252

   その他 38

   貸倒引当金 △ 55

  流動資産合計 4,092

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    建物 3,534

     減価償却累計額 2,007

     建物(純額) 1,526

    構築物 327

     減価償却累計額 155

     構築物(純額) 172

    機械及び装置 847

     減価償却累計額 626

     機械及び装置(純額) 220

    車両運搬具 9

     減価償却累計額 7

     車両運搬具(純額) 1

    工具、器具及び備品 78

     減価償却累計額 63

     工具、器具及び備品(純額) 14

    土地 2,243

    リース資産 1,028

     減価償却累計額 313

     リース資産(純額) 714

    有形固定資産合計 4,895

   無形固定資産

    リース資産 21

    その他 1

    無形固定資産合計 23

   投資その他の資産

    投資有価証券 80

    関係会社株式 70

    長期前払費用 7

    長期預り敷金保証金 277

    繰延税金資産 363

    その他 73

    貸倒引当金 △ 5

    投資その他の資産合計 867

   固定資産合計 5,786

 資産合計 9,878
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                                         （単位：百万円） 

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  

科目
前事業年度末

(平成21年3月31日)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

   買掛金 1,113

   短期借入金 150

   １年内返済予定の長期借入金 87

   １年内償還予定の社債 300

   リース債務 306

   未払金 759

   未払費用 134

   未払法人税等 183

   未払消費税等 44

   預り金 15

   賞与引当金 392

   役員賞与引当金 18

   流動負債合計 3,505

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 73

   リース債務 442

   退職給付引当金 271

   役員退職慰労引当金 425

   その他 43

   固定負債合計 1,257

  負債合計 4,762

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

   資本金 870

   資本剰余金

    資本準備金 379

    資本剰余金合計 379

   利益剰余金

    利益準備金 90

    その他利益剰余金

     別途積立金 3,550

     繰越利益剰余金 332

    利益剰余金合計 3,972

   自己株式 △ 111

   株主資本合計 5,111

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 4

   評価・換算差額等合計 4

  純資産合計 5,115

 負債純資産合計 9,878
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(2)四半期損益計算書 

   第２四半期累計期間 

                                         （単位：百万円）       

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  
  

   第２四半期会計期間 

                                         （単位：百万円）       

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  

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

Ⅰ 売上高 6,722

Ⅱ 売上原価 3,580

   売上総利益 3,141

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,053

   営業利益 87

Ⅳ 営業外収益 19

Ⅴ 営業外費用 21

   経常利益 85

Ⅵ 特別利益 18

Ⅶ 特別損失 0

   税引前四半期純利益 103

  法人税、住民税及び事業税 54

   四半期純利益 49

科目
前第2四半期会計期間
(自 平成20年7月 1日    
  至 平成20年9月30日)

Ⅰ 売上高 3,541

Ⅱ 売上原価 1,877

   売上総利益 1,664

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,598

   営業利益 65

Ⅳ 営業外収益 9

Ⅴ 営業外費用 13

   経常利益 61

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 0

   税引前四半期純利益 61

  法人税、住民税及び事業税 28

   四半期純利益 32
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

                                       （単位：百万円）   

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 

  

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

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 103

   減価償却費 126

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 18

   売上債権の増減額（△は増加） △ 306

   たな卸資産の増減額（△は増加） △ 285

   仕入債務の増減額（△は減少） 102

   その他 58

   小計 △ 219

   法人税等の支払額 △ 215

   その他の支出 △ 5

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 440

Ⅱ 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 △ 24

   その他 6

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17

Ⅲ 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） 600

   その他 △ 313

   財務活動によるキャッシュ・フロー 286

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 172

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,417

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,245
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