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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 5,308 △7.8 307 △29.2 302 △28.6 120 △35.2
21年3月期第2四半期 5,758 ― 433 ― 423 ― 186 ―

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 13.08 ―
21年3月期第2四半期 20.06 ―

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 8,152 3,158 33.6 296.60
21年3月期 7,614 3,025 34.7 286.11

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,742百万円 21年3月期  2,645百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 6.00 6.00

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 9,000 △9.2 450 △25.9 400 △31.6 250 △19.0 26.94



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 
（注）業績予想につきましては、現時点において合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の
業績は予想数値と異なる可能性があります。 

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 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  754,517株 21年3月期  753,681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  9,245,849株 21年3月期第2四半期  9,308,901株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成２０年秋の米国のサブプライムローン問題に端を発した世

界的な金融危機による景気後退と企業業績の不振、ひいては雇用情勢の悪化に伴う個人消費の冷え込みを受け、非常

に厳しい状況となりました。 

 こうしたなかで当社グループは、平成２１年３月に業務提携を行った日東富士製粉株式会社とのシナジー効果を引

き出すべく努力をいたしました。 

 一方では、平成２１年４月１日から外国産小麦の政府売渡価格が平均１４.８％引き下げられたことに伴い、５月

１１日出荷分から業務用小麦粉の販売価格の改定をいたしました。 

 この結果、当第２四半期の経営成績は、主力の小麦粉価格改定の影響により売上高が減少し、前年同四半期に比べ

て減収減益となりました。 

 通期の連結業績につきましては、平成２１年１０月１６日以降、外国産小麦の政府売渡価格が平均２３.０％引き

下げられたことに伴う価格改定や、食品業界における消費低迷の長期化も予想され、引き続き厳しい状況が続くもの

と考えております。 

  

 当第２四半期末における総資産は８１億５千２百万円、前期末比５億３千７百万円増、７.１％増となりました。

流動資産は３９億６千７百万円となり、前期末比５億４千２百万円増、１５.８％増となりました。これは主として

現預金が５億３千９百万円増、１０９.４％増、受取手形及び売掛金が前期末比７千万円増、６.９％増によるもので

あります。 

 固定資産は４１億８千４百万円となり、前期末比５百万円減、０.１％減となりました。有形固定資産が３５億５

千９百万円となり、前期末比２千２百万円減、０.６％減となりました。これは主として減価償却によるものであり

ます。 

 投資その他の資産は６億１千６百万円となり、前期末比１千２百万円増、２.０％増となりました。これは主とし

て投資有価証券が前期末比２千２百万円増、６.０％増によるものであります。 

 当第２四半期末における負債総額は、４９億９千４百万円で、前期末比４億４百万円増、８.８％増となりまし

た。これは主として長短借入金が４億６千１百万円増、１２.３％増によるものであります。 

 当第２四半期末の純資産は、３１億５千８百万円で前期末比１億３千２百万円増、４.４％増となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 製粉事業 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、平成２１年４月１日から外国産小麦の政府売渡価格引き

下げに伴い、業務用小麦粉販売価格が改定され、売上高は３０億１千万円（前年同四半期比２億２百万円減、６.

３％減）、営業利益は２億３千８百万円（前年同四半期比９千３百万円減、２８.２％減）となりました。 

② 食品事業 

 食品事業におきましては、夏場の天候不順から主力の乾麺が不振となり、売上高は２１億２千９百万円（前年同四

半期比１億９千２百万円減、８.３％減）、営業利益は１億７千８百万円（前年同四半期比２千万円減、１０.４％

減）となりました。 

③ 畜産事業 

 畜産事業におきましては、品質本位の黒毛和牛（いわゆる神戸牛）の生産に努めましたが、出荷頭数の減少と景気

低迷の影響により、食肉市況は依然回復の兆しも見えず、売上高は１億３千６百万円（前年同四半期比５千６百万円

減、２９.０％減）、営業損失は５百万円（前年同四半期は２百万円の損失）となりました。 

 ④ その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は３千２百万円（前年同四半期比１百万円増、４.１％増）、営業利益は微

増となりました。 

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



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期末におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動におけるキャッシュ・フローは、３億１千

６百万円の収入となりました。これは主として税金等調整前当期純利益２億８千４百万円、減価償却費１億９千６百

万円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億８千万円の支出となりました。これは主として有形固定資産の取得２

億１千４百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、４億３百万円の収入となりました。これは主として長短借入金が４億６千

１百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物残高は１０億３千２百万円となり前期末比５億３千９百万

円の増加となりました。 

 平成２１年５月１２日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しましては、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。 

②税金費用の計算 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めております。

  

 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 1,032,588 493,122

受取手形及び売掛金 1,094,766 1,024,243

商品及び製品 1,424,226 1,373,187

原材料及び貯蔵品 353,231 414,944

繰延税金資産 44,685 50,079

その他 31,410 82,609

貸倒引当金 △13,475 △13,248

流動資産合計 3,967,433 3,424,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,571,072 1,528,139

機械装置及び運搬具（純額） 1,432,178 1,485,308

土地 475,104 475,104

建設仮勘定 － 15,152

その他（純額） 80,812 78,035

有形固定資産合計 3,559,167 3,581,741

無形固定資産   

その他 8,818 3,400

無形固定資産合計 8,818 3,400

投資その他の資産   

投資有価証券 401,049 378,239

長期貸付金 2,280 2,795

繰延税金資産 10,794 24,346

その他 207,858 209,957

貸倒引当金 △5,071 △10,571

投資その他の資産合計 616,912 604,767

固定資産合計 4,184,898 4,189,909

資産合計 8,152,331 7,614,846



（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 193,125 141,639

短期借入金 3,909,214 3,728,190

未払法人税等 108,073 147,188

役員賞与引当金 2,500 5,000

その他 265,677 353,457

流動負債合計 4,478,591 4,375,475

固定負債   

長期借入金 316,662 36,050

退職給付引当金 57,608 56,903

繰延税金負債 20,968 －

その他 120,186 120,592

固定負債合計 515,424 213,545

負債合計 4,994,016 4,589,020

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,277,307 2,211,808

自己株式 △176,703 △176,527

株主資本合計 2,668,242 2,602,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73,974 42,534

評価・換算差額等合計 73,974 42,534

少数株主持分 416,098 380,372

純資産合計 3,158,315 3,025,825

負債純資産合計 8,152,331 7,614,846



（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 5,758,788 5,308,906

売上原価 4,649,482 4,360,373

売上総利益 1,109,306 948,532

販売費及び一般管理費 675,322 641,226

営業利益 433,983 307,305

営業外収益   

受取利息 135 66

受取配当金 5,373 4,317

助成金収入 1,577 2,911

その他 9,296 4,821

営業外収益合計 16,382 12,116

営業外費用   

支払利息 26,189 16,656

その他 1,037 439

営業外費用合計 27,226 17,095

経常利益 423,139 302,326

特別利益   

固定資産売却益 183 －

投資有価証券売却益 － 9,655

貸倒引当金戻入額 5,912 598

特別利益合計 6,095 10,253

特別損失   

固定資産売却損 1,692 －

固定資産除却損 2,581 27,859

関係会社株式評価損 3,906 －

特別損失合計 8,180 27,859

税金等調整前四半期純利益 421,055 284,720

法人税等 175,026 125,471

少数株主利益 59,285 38,270

四半期純利益 186,743 120,977



（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 421,055 284,720

減価償却費 185,589 196,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,071 △5,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,747 705

受取利息及び受取配当金 △5,509 △4,383

支払利息 26,189 16,656

有形固定資産売却損益（△は益） 1,508 －

有形固定資産除却損 2,581 27,859

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,655

関係会社株式評価損 3,906 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,269 △28,537

売上債権の増減額（△は増加） △222,544 △70,523

たな卸資産の増減額（△は増加） △395,652 10,673

仕入債務の増減額（△は減少） 45,846 51,486

未払債務の増減額（△は減少） △10,804 －

その他 △71,059 5,382

小計 △26,485 475,903

利息及び配当金の受取額 5,509 4,383

利息の支払額 △26,976 △16,871

法人税等の支払額 △108,425 △146,707

営業活動によるキャッシュ・フロー △156,379 316,707

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 △53,920 △214,875

有形固定資産の売却による収入 2,807 －

無形固定資産の取得による支出 △2,215 △7,309

投資有価証券の取得による支出 △304 △431

投資有価証券の売却による収入 － 41,590

貸付金の回収による収入 515 515

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,118 △180,511

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） 750,000 140,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △76,280 △78,364

自己株式の取得による支出 △7,199 △175

自己株式の売却による収入 125 －

配当金の支払額 △73,324 △54,805

少数株主への配当金の支払額 △3,384 △3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー 589,937 403,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,439 539,466

現金及び現金同等物の期首残高 531,881 493,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 912,320 1,032,588



 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） 

   
  

  

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支店及び連結子会社がないため、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） 

海外売上高がないため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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
製粉事業 
（千円） 

食品事業 
（千円） 

畜産事業 
（千円） 

その他の 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,212,635  2,322,452  192,893 30,806  5,758,788  － 5,758,788

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 98,409  6,969  －  51  105,429  (105,429)  －

  計  3,311,045  2,329,421  192,893  30,857  5,864,218  (105,429)  5,758,788

 営業利益又は営業損失（△）  332,237  198,725  △2,645  142  528,459  (94,475)  433,983

  
製粉事業 
（千円） 

食品事業 
（千円） 

畜産事業 
（千円） 

その他の 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,010,392  2,129,572  136,882  32,059  5,308,906  －  5,308,906

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 95,560  8,148  －  41  103,750  (103,750)  －

  計  3,105,952  2,137,720  136,882  32,100  5,412,656  (103,750)  5,308,906

 営業利益又は営業損失（△）  238,633  178,125  △5,704  157  411,212  (103,906)  307,305

〔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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