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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 30,314 △1.5 1,100 25.9 973 6.7 458 10.3
21年3月期第2四半期 30,775 ― 874 ― 911 ― 415 ―

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 28.95 ―

21年3月期第2四半期 26.24 ―

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 32,867 17,356 52.8 1,096.55
21年3月期 31,278 16,910 54.1 1,068.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  17,356百万円 21年3月期  16,910百万円

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 ― 10.00 10.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

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 64,821 6.5 1,714 11.2 1,709 14.2 815 79.3 51.37
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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 

 本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含ま
れております。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なる可能性があります。 

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 15,875,000株 21年3月期  15,875,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  46,864株 21年3月期  45,864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 15,828,493株 21年3月期第2四半期 15,831,615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、景気の一部に持ち直しの動きが見られたものの、依然と

して雇用情勢の悪化や個人消費の減退等、極めて厳しい状況が続きました。 

     当食品業界におきましては、景気低迷による消費者の内食志向ならびに低価格志向が強まる中、価格競争が一

層激化する等、経営環境は極めて厳しい状況が続いております。 

     当社グループは、このような経営環境の中で経営基盤の強化ならびに連結子会社の収益改善に努めてまいりま

した。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は303億1千4百万円（前年同期比1.5％減）となりました

が、経常利益は9億7千3百万円（前年同期比6千1百万円増）、四半期純利益は4億5千8百万円（前年同期比4千2百

万円増）となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

     当社グループの基幹事業である食品事業におきましては、当社は、安全安心な商品を提供するために品質管理

部門の組織体制を強化して品質管理力の向上に努めるとともに、省力化による生産性の向上、エネルギー使用量

削減等の環境問題への対応ならびに工場損益の改善に取り組んでまいりました。また、顧客ニーズに対応した商

品開発と当社独自の革新的な生産機器類の開発に努めてまいりました。連結子会社につきましては、海外連結子

会社の生産・販売体制の見直しを行い、収益改善に取り組んでまいりました。この結果、食品事業の売上高は

286億7千万円（前年同期比1.7％減）となりましたが、営業利益は10億6千1百万円（前年同期比3億2千7百万円

増）となりました。 

     飲食店事業におきましては、個人消費が減退する厳しい経営環境の中、九州地区への出店ならびに運営力の改

善に努めてまいりましたが、飲食店事業の売上高は10億5千3百万円（前年同期比0.9％減）、営業損失は5千4百

万円（前年同期比8千1百万円減）となりました。 

     運送事業におきましては、新規顧客開拓、コース再編等による事業の効率化に努めてまいりました。この結

果、運送事業の売上高は5億9千万円（前年同期比9.9％増）となりましたが、営業利益は9千4百万円（前年同期

比1千4百万円減）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
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 (1)資産、負債及び総資産の状況 

   当第２四半期会計期間末における総資産は、借入による現金及び預金の増加、設備投資による有形固定資産の

増加等により、前連結会計年度末に比べ15億8千9百万円増加し、328億6千7百万円となりました。負債につきまし

ては、借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ11億4千3百万円増加し、155億1千1百万円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億4千5百万円増加し、

173億5千6百万円となりました。  

 (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32億1千3百万円となりま

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通りであります。 

  （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ける税金等調整前四半期純利益は9億3千3百万円（前年同期8億4千3百万円）と

なり、減価償却費が9億2千1百万円（前年同期7億7千2百万円）となったこと等から、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは対前年同期比1億4百万円の収入増となりました。 

 （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は、有形固定資産の取得による支出が15億1千8百万円（前年同期6億3千9

百万円）となったこと等から、投資活動によるキャッシュ・フローは対前年同期比8億1千6百万円の支出増とな

りました。 

  （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は、長短期借入れによる収入が28億円（前年同期は調達なし）、長短期借

入金の返済による支出が17億6千2百万円（前年同期10億3百万円）となったこと等から、財務活動によるキャッ

シュ・フローは対前年同期比20億1千2百万円の収入増となりました。  

  

  通期の業績予想につきましては、依然として景気の先行きが不透明であること等から、平成21年5月12日付け当

社の「平成21年3月期決算短信」にて発表しました連結業績予想ならびに個別業績予想を現時点では変更いたしま

せん。   

  

 該当事項はありません。   

  

 記載すべき事項はありません。   

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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 3,343,773 2,283,704

受取手形及び売掛金 5,183,025 5,387,386

有価証券 937 937

商品及び製品 141,829 200,515

仕掛品 20,264 15,531

原材料及び貯蔵品 368,057 403,142

繰延税金資産 334,939 272,267

その他 340,668 303,403

貸倒引当金 △1,812 △1,458

流動資産合計 9,731,682 8,865,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,286,521 22,832,603

減価償却累計額 △14,523,973 △14,059,469

建物及び構築物（純額） 8,762,547 8,773,133

機械装置及び運搬具 9,486,923 8,738,876

減価償却累計額 △6,565,371 △6,280,590

機械装置及び運搬具（純額） 2,921,552 2,458,286

土地 7,366,783 7,361,400

リース資産 400,676 190,858

減価償却累計額 △56,510 △25,281

リース資産（純額） 344,166 165,576

建設仮勘定 259,973 131,787

その他 958,870 902,234

減価償却累計額 △771,942 △742,593

その他（純額） 186,927 159,641

有形固定資産合計 19,841,951 19,049,825

無形固定資産 104,586 96,605

投資その他の資産   

投資有価証券 364,313 340,353

敷金及び保証金 1,288,404 1,339,538

繰延税金資産 205,710 228,273

その他 1,335,817 1,367,462

貸倒引当金 △4,943 △9,443

投資その他の資産合計 3,189,302 3,266,185

固定資産合計 23,135,840 22,412,615

資産合計 32,867,523 31,278,044
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（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 2,659,098 2,775,683

短期借入金 4,071,436 3,825,260

未払金 2,435,041 2,441,800

リース債務 62,739 29,296

未払法人税等 568,499 578,791

賞与引当金 352,056 284,415

その他 165,186 154,883

流動負債合計 10,314,057 10,090,130

固定負債   

長期借入金 4,231,727 3,440,743

リース債務 310,041 152,449

退職給付引当金 138,752 145,468

役員退職慰労引当金 352,259 342,869

その他 164,408 195,975

固定負債合計 5,197,189 4,277,506

負債合計 15,511,246 14,367,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,541,250 6,541,250

資本剰余金 7,014,370 7,014,370

利益剰余金 3,877,566 3,577,695

自己株式 △15,462 △15,077

株主資本合計 17,417,723 17,118,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,295 45,113

為替換算調整勘定 △93,742 △252,943

評価・換算差額等合計 △61,447 △207,830

純資産合計 17,356,276 16,910,407

負債純資産合計 32,867,523 31,278,044
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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：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 30,775,655 30,314,878

売上原価 25,111,730 24,268,370

売上総利益 5,663,925 6,046,508

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,292,211 2,264,814

貸倒引当金繰入額 － 353

給料及び手当 910,969 977,122

賞与引当金繰入額 38,221 45,880

退職給付引当金繰入額 6,251 5,403

役員退職慰労引当金繰入額 9,199 9,572

減価償却費 38,696 52,686

支払手数料 196,477 194,842

研究開発費 310,338 336,437

その他 987,158 1,058,554

販売費及び一般管理費合計 4,789,524 4,945,668

営業利益 874,400 1,100,839

営業外収益   

受取利息 6,759 2,557

受取家賃 75,802 75,860

為替差益 42,789 －

その他 34,347 37,461

営業外収益合計 159,699 115,880

営業外費用   

支払利息 48,521 47,383

賃貸費用 56,873 54,654

為替差損 － 120,214

その他 16,756 21,222

営業外費用合計 122,150 243,475

経常利益 911,948 973,244

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 604 183

投資有価証券売却益 － 3,287

特別利益合計 604 3,470

特別損失   

固定資産除却損 9,440 11,232

固定資産売却損 662 －

投資固定資産除却損 － 3,500

減損損失 44,105 20,728

賃貸借契約解約損 14,748 5,000

その他 － 2,680

特別損失合計 68,956 43,141

税金等調整前四半期純利益 843,596 933,573

法人税、住民税及び事業税 400,367 519,717

法人税等調整額 27,736 △44,306

法人税等合計 428,103 475,410

四半期純利益 415,492 458,162
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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 843,596 933,573

減価償却費 772,837 921,664

減損損失 44,105 20,728

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,270 67,641

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,912 △6,715

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,679 9,389

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,733 △4,146

受取利息及び受取配当金 △6,759 △6,660

支払利息 48,521 47,383

固定資産除却損 9,440 11,232

固定資産売却損益（△は益） 662 －

投資固定資産除却損 － 3,500

売上債権の増減額（△は増加） 244,068 209,014

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,577 99,005

仕入債務の増減額（△は減少） △111,622 △118,761

未払金の増減額（△は減少） △76,939 31,190

未払消費税等の増減額（△は減少） 81,972 10,991

その他 34,730 103,317

小計 1,889,779 2,332,350

利息及び配当金の受取額 6,759 6,660

利息の支払額 △47,715 △48,752

法人税等の支払額 △191,993 △528,525

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,656,829 1,761,733

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 △4,400 △800

定期預金の払戻による収入 6,000 4,400

有価証券の売却による収入 1,923 －

有形固定資産の取得による支出 △639,760 △1,518,168

投資固定資産の売却による収入 － 1,000

投資有価証券の取得による支出 △3,335 △50,552

投資有価証券の売却による収入 401 6,562

その他 △99,534 2,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △738,706 △1,555,103

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 800,000

短期借入金の返済による支出 － △710,000

長期借入れによる収入 － 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,003,640 △1,052,840

配当金の支払額 △156,694 △157,062

その他 △8,798 △36,751

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,169,133 843,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,334 13,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,675 1,063,668

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,346 2,150,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,701,671 3,213,773
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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） 

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） 

 （注）１．事業区分は事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

     ３．会計処理の方法の変更 

      前第２四半期連結累計期間 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

        「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」１．(1)に記載の通り、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用しております。 

        これにより、当第２四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が7,855千円減少しております。 

      （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

        「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」１．(2)に記載の通り、第１四半期

連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

        これによる損益に与える影響は軽微であります。 

     ４．追加情報 

      前第２四半期連結累計期間  

      （有形固定資産の耐用年数の変更） 

        機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を9年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、第

１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

        これにより、当第２四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が25,144千円増加しております。  

（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〕

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業
（千円） 

運送事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

外部顧客に対する売上高  29,175,153  1,062,973  537,528  30,775,655  －  30,775,655

セグメント間の内部売上高  －  －  699,131  699,131 (699,131)  －

計  29,175,153  1,062,973  1,236,659  31,474,786 (699,131)  30,775,655

営業利益  734,230  26,362  109,350  869,943  4,456  874,400

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業
（千円） 

運送事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

外部顧客に対する売上高  28,670,437  1,053,505  590,935  30,314,878  －  30,314,878

セグメント間の内部売上高  －  －  722,894  722,894 (722,894)  －

計  28,670,437  1,053,505  1,313,830  31,037,773 (722,894)  30,314,878

営業利益又は営業損失(△)  1,061,469  △54,964  94,850  1,101,355  △516  1,100,839

事業区分 主要な内容

食品事業 米飯、調理パン、サラダ、和風惣菜、冷凍食品の仕入・製造・販売 

飲食店事業 飲食店 

運送事業 食品関係等の配送 
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 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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。 

  

〔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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