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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 116,224 △7.9 1,711 73.7 1,935 71.1 299 △2.9
21年3月期第2四半期 126,176 ― 985 ― 1,131 ― 308 ―

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 4.01 4.01
21年3月期第2四半期 4.13 4.13

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 81,195 22,846 27.7 301.32
21年3月期 81,551 23,090 27.8 304.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  22,485百万円 21年3月期  22,705百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

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 230,000 △5.9 2,700 9.4 2,800 5.9 1,000 74.2 13.40
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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 
 連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 
 実際の業績は今後様々な要因により、上記予想と異なる結果となる可能性がございます。 
 なお、業績予想数値に関しましては、平成21年11月2日公表の「業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。 
 また、業績予想の前提につきましては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2四半期 87,759,216株 21年3月期  87,759,216株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 13,136,758株 21年3月期  13,130,226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 74,624,741株 21年3月期第2四半期 74,641,260株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来からの景気低迷のなか、政府の経済対策効果
により一部では回復の兆しも見られましたが、設備投資の減少や雇用情勢の悪化は未だ解消されず依然と
して厳しい状況が続きました。 
 食肉業界も、不況による個人消費の冷え込みや夏場の天候不順により食肉需要は盛り上がりに欠け、牛
肉、豚肉、鶏肉全ての食肉で相場の低下が見られましたが、特に豚肉は安定基準価格の４００円を割り込
むなど大幅安の展開となりました。 
 このような状況の中、分社化後２年目を迎えた当社グループは、グループネットワークを最大限活用
し、意思決定のスピードアップを図り、また各販社が地域密着度を深め、お得意様から多くの信頼を得
て、分社化効果を高めております。 
 また、当社グループ全体で継続的に取得している食品の安全性と品質を確保する国際規格、『ＳＱＦ２
０００』の確実な運用とグループ全施設の認証取得を目指し、安全、安心、正確な商品を供給しておりま
す。加えて、国産豚肉と国産牛肉における生産履歴の追跡を可能とした『トレーサビリティシステム』を
強化し、消費者の皆様にご満足いただけるようサービスの向上に努めております。 
以上の結果、第２四半期連結累計期間の売上高は、国内相場急落の影響を受け1,162億24百万円（前年

同四半期比7.9％減）となりました。また、営業利益は17億11百万円（前年同四半期比73.7％増）、経常
利益は19億35百万円（前年同四半期比71.1％増）、四半期純利益につきましては、子会社で減損損失等の
計上を行った結果、2億99百万円（前年同四半期比2.9％減）にとどまりました。 
  
当社グループの事業部門別の業績は次のとおりであります。 
<食肉> 
国産食肉は、消費者の低価格志向により和牛肉や黒豚肉といった高級商品は取扱量が減少いたしました

が、牛肉は値頃感のある交雑牛肉や乳牛肉の販売に注力し、また豚肉や鶏肉は新規・深耕拡売が順調に進
んだ結果、それぞれ前年を上回る取扱量となりました。 
 輸入食肉は、牛肉は消費不振や産地高、豚肉は国産豚肉相場安によりそれぞれの扱いが大きく減少し、
売上高は前年を下回る状況となりました。鶏肉は、需要が鈍く収益確保に苦慮いたしましたが、安定的な
販売を確保した結果、取扱量は前年を上回る状況となりました。 
 これらの結果食肉部門は、取扱量は前年を上回る結果となりましたが、売上高は相場安の影響で前年同
四半期比90.6％の938億47百万円となりました。 
<加工食品> 
消費者の生活防衛意識が一段と高まる中、ハンバーグ・餃子・唐揚げ等の家庭内消費商品を拡大いたし

ました。一方焼肉商品は、サイコロステーキを中心とする関連商品がＯ-157の影響もあり、苦戦を強いら
れた厳しい状況となりました。以上の結果、この部門の売上高は前年同四半期比96.9％の132億69百万円
となりました。 
<ハム・ソーセージ> 
当社グループの主力ブランド商品「フェストエッセンシリーズ」のウィンナーソーセージ・ベーコン・

ロースハム等のスライスパック商品と、８月から導入した生活応援型商品「元気な食卓シリーズ」のウィ
ンナーソーセージが良好に推移いたしました。この結果、売上高は前年同四半期比102.8％の46億48百万
円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末と比べ19億62百万円減少し、477億23百万円となりました。これは、主

に売上債権の回収により受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。 
 固定資産は、土地、リース資産、および投資有価証券が増加したことにより16億15百万円増加し、334
億43百万円となりました。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ3億56百万円減少し、811億95百万円となりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末と比べ15億86百万円増加し、455億63百万円となりました。これは主に

支払手形及び買掛金の仕入債務が増加したことと、短期借入金が増加したことによるものです。 
 固定負債は、長期借入金の減少などにより16億97百万円減少し、127億86百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ1億11百万円減少し、583億49百万円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、四半期純利益の計上および保有する投資有価証券の時価が回復したことによるその他有

価証券評価差額金の増加があったものの、配当金の支払いによる利益剰余金の減少により、前連結会計年
度末と比べて2億44百万円減少し、228億46百万円となりました。 

【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
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(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

82億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億40百万円増加いたしました。当第２四半期連結累計期
間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得た資金は50億35百万円（前年同四半期は25億14

百万円の資金の減少）となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純利益12億81百万円および売上債権の減少額20億64百万円によるもの
であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、使用した資金は25億41百万円（前年同四半期は13

億34百万円の資金の減少）となりました。 
 これは主に、固定資産の取得による支出14億48百万円および投資有価証券の取得による支出11億54百万
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） 
当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は20億85百万円（前年同四半期は8

億23百万円の資金の減少）となりました。 
 これは主に、借入金の返済による支出7億13百万円（純額）、社債の償還による支出6億88百万円、およ
び配当金の支払額5億22百万円によるものであります。 

  

今期の見通しは、長引く景気低迷の中、設備投資の減少、雇用情勢の悪化など、景気回復の先行きが見
えない状況が続くものと思われます。 
 食肉業界においても、個人消費の回復が遅れ、需要の低迷が懸念される中、牛肉・豚肉・鶏肉全ての食
肉相場の下落が続くものと予想されます。 
 このような状況の中、当社グループはこれまでの組織再編による分社化の経営効率化を最大限追求すべ
く、営業拠点の開拓、販売シェアの拡大、生産供給基地の拡充と取扱商品の安全性の確保、海外仕入拠点
の開拓等の投資を行い、お客様ニーズに合った安心で安全な食材を正確に提供することを心がけ、引き続
き販売拡大を図ってまいります。 
 平成22年３月期の業績予想につきましては、販売数量は拡大する見込みですが、想定以上の食肉相場下
落の影響を受け、売上高は平成21年５月14日決算発表時の業績予想を300億円下回る見込みです。営業利
益と経常利益は販売数量拡大による利益率改善により、業績予想を確保できる見込みです。 
 連結売上高2,300億円、連結営業利益27億円、連結経常利益28億円、連結当期純利益10億円を見込んで
おります。 
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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：百万円）

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 8,466 8,047

受取手形及び売掛金 24,921 26,972

商品及び製品 8,033 8,643

仕掛品 549 631

原材料及び貯蔵品 1,243 1,325

その他 4,563 4,120

貸倒引当金 △53 △54

流動資産合計 47,723 49,685

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,890 10,230

土地 8,973 8,613

その他（純額） 4,014 3,295

有形固定資産合計 22,878 22,138

無形固定資産   

のれん 92 476

その他 232 221

無形固定資産合計 325 697

投資その他の資産   

その他 10,240 8,991

投資その他の資産合計 10,240 8,991

固定資産合計 33,443 31,828

繰延資産 27 37

資産合計 81,195 81,551
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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) 

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 12,869 11,903

短期借入金 18,877 17,923

未払法人税等 1,027 1,416

賞与引当金 1,592 1,005

その他 11,195 11,728

流動負債合計 45,563 43,976

固定負債   

社債 2,890 3,380

長期借入金 5,955 7,591

退職給付引当金 1,735 1,701

その他 2,205 1,810

固定負債合計 12,786 14,484

負債合計 58,349 58,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,899 9,899

資本剰余金 10,618 10,618

利益剰余金 4,941 5,158

自己株式 △2,249 △2,248

株主資本合計 23,210 23,428

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △165 △288

繰延ヘッジ損益 △393 △244

為替換算調整勘定 △166 △190

評価・換算差額等合計 △725 △723

少数株主持分 360 384

純資産合計 22,846 23,090

負債純資産合計 81,195 81,551
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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）

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 126,176 116,224

売上原価 115,246 104,337

売上総利益 10,930 11,887

販売費及び一般管理費 9,945 10,175

営業利益 985 1,711

営業外収益   

受取利息 34 22

受取配当金 37 36

不動産賃貸料 304 303

受取保険金及び配当金 161 156

持分法による投資利益 26 23

その他 208 206

営業外収益合計 773 747

営業外費用   

支払利息 376 312

不動産賃貸費用 115 108

その他 135 102

営業外費用合計 627 523

経常利益 1,131 1,935

特別利益   

固定資産売却益 2 3

補助金収入 29 －

特別利益合計 32 3

特別損失   

固定資産売却損 6 6

固定資産除却損 115 90

減損損失 42 559

投資有価証券評価損 23 －

店舗閉鎖損失 8 －

特別損失合計 196 657

税金等調整前四半期純利益 967 1,281

法人税、住民税及び事業税 852 1,132

法人税等調整額 △218 △156

法人税等合計 634 975

少数株主利益 24 6

四半期純利益 308 299
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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）

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 967 1,281

減価償却費 811 926

減損損失 42 559

のれん償却額 105 105

賞与引当金の増減額（△は減少） 457 587

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △395 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51 10

受取利息及び受取配当金 △72 △58

支払利息 376 312

持分法による投資損益（△は益） △26 △23

固定資産売却損益（△は益） 4 3

固定資産除却損 115 90

投資有価証券評価損益（△は益） 23 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,970 2,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,937 775

前渡金の増減額（△は増加） △1,862 △633

仕入債務の増減額（△は減少） 2,956 955

その他 25 △143

小計 △1,327 6,847

利息及び配当金の受取額 78 65

利息の支払額 △419 △353

法人税等の支払額 △846 △1,524

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,514 5,035

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 △129 △174

定期預金の払戻による収入 141 196

固定資産の取得による支出 △1,070 △1,448

固定資産の売却による収入 20 16

投資有価証券の取得による支出 △27 △1,154

投資有価証券の売却による収入 1 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △13 6

長期貸付けによる支出 △284 △202

長期貸付金の回収による収入 189 236

子会社株式の取得による支出 △45 △2

その他 △116 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,334 △2,541
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（単位：百万円）

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) 

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） 2,235 1,078

長期借入れによる収入 250 96

長期借入金の返済による支出 △2,498 △1,887

リース債務の返済による支出 △12 △131

社債の償還による支出 △288 △688

自己株式の取得による支出 △3 △1

自己株式の売却による収入 1 －

配当金の支払額 △522 △522

少数株主からの払込みによる収入 20 －

その他 △6 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △823 △2,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,691 423

現金及び現金同等物の期首残高 12,280 7,788

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189 16

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,777 8,228
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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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める食肉の製造及び販売の割合が、いずれ

も90％を超えるため、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。 
  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、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
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