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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 15,204 △7.3 445 96.0 445 104.3 246 193.4
21年3月期第2四半期 16,394 ― 227 ― 217 ― 83 ―

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 14.53 ―

21年3月期第2四半期 4.95 ―

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 17,976 4,381 24.4 258.39
21年3月期 18,011 4,207 23.4 248.10

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  4,380百万円 21年3月期  4,206百万円

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  有  
 

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 ― 4.00 4.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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  
 

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 31,000 △3.7 730 35.2 690 34.2 270 49.5 15.88
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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 

平成21年５月15日に公表しました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。詳細につきましては、本日、別途公表の「第２四半期累計期
間業績予想と差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、上記の予想は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に
基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は４ページ【定性的
情報・財務諸表等】３、連結業績予想の修正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 17,000,000株 21年3月期 17,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 45,482株 21年3月期 43,027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 16,955,241株 21年3月期第2四半期 16,963,383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、昨年秋以降の世界的な景気の悪化に一部持ち直しの兆し

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が低迷を続けるなど、厳しい状況で推移しました。 

 当業界におきましては、消費者の防衛意識による買い控えや食肉相場の低迷が売上高に影響し引続き厳しい

環境で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは創業９０周年を迎え『お客様第一にあふれる味覚をお届けします』

をモットーに更なる安全・安心な製品造りに注力してまいりました。また、品質保証体制の整備、コンプライ

アンスを重視した事業活動及び商品開発と経営理念に基づいた社員教育を重視してまいりました。 

 ４月より『経費削減チーム』をスタートさせるとともに、生産革新の基本となるローコストオペレーション

の一層の推進を図り、コスト削減に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、個人消費及び食肉相場の低迷等の影響もあり、152億４

百万円(前年同期比7.3％減)となりました。利益につきましては、主に加工食品の売上が堅調に推移したことも

あり、営業利益は４億45百万円(前年同期比96.0％増)、経常利益は４億45百万円(前年同期比104.3％増)、四半

期純利益は２億46百万円(前年同期比193.4％増)となりました。 

部門別の業績は次のとおりです。 

加工品部門 

加工品部門につきましては、引き続き「チョップドハム」及び「お肉屋さんのソーセージ」等ウインナー・

ソーセージ類が堅調に推移し売上に貢献することが出来ましたが、惣菜商品につきましては、個人消費の低迷

等引続き厳しい環境のもと売上は減少しました。 

  なお、惣菜商品に関しましては、前連結会計年度まで惣菜部門として別途表示していましたが、中国商品の

安全に係わる問題や国内における偽装事件など一連の食品に関する諸問題等の影響もあり売上高が少額となり

ましたので当連結会計年度より加工品部門と合計して表示しております。 

 その結果、売上高は73億11百万円(前年同期比0.4％減)となりました。 

食肉部門 

食肉部門につきましては、豚枝肉相場の低迷や円高にともなう輸入肉の単価下落があったことに加え消費の

低迷等の影響により売上は落ち込みましたが、利益重視の販売に注力したことにより利益向上に貢献すること

が出来ました。 

 その結果、売上高は78億92百万円(前年同期比12.8％減)となりました。 
    

(1)資産、負債、純資産等の状況 

（資産の部) 

  当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ35百万円減少の179億76百万円となり

ました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ１億57百万円減少の80億21百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金２億30百万円、受取手形及び売掛金76百万円の減少及び原材料及び貯蔵品96百万円の増加等による

ものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億21百万円増加の99億54百万円となりました。主な要因は、有形

固定資産の取得等86百万円及び投資有価証券の評価替等による41百万円の増加等によるものであります。 

 （負債の部) 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億９百万円減少の135億94百万円と

なりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億65百万円減少の106億35百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金１億12百万円の増加と短期借入金２億97百万円及び未払金１億14百万円の減少等によるもの

であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ55百万円増加の29億58百万円となりました。主な要因は、リース債

務42百万円の増加等によるものであります。 

 （純資産の部) 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億73百万円増加の43億81百万円

となりました。主な要因は、利益剰余金１億78百万円の増加等によるものであります。 

【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
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(2)連結キャッシュ・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は、前連結会計年度末に比べ１億90百万円減少

の29億26百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、３億57百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益４

億41百万円、減価償却費２億３百万円、たな卸資産の増加１億21百万円及び法人税等の支払額１億96百万円

等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億74百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支

出１億55百万円等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、３億74百万円となりました。主な要因は、短期借入金の純減額２億20百

万円、長期借入金の返済による支出２億71百万円及び配当金の支払額67百万円と長期借入による収入２億円

等によるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期の業績予想（連結・

個別）を修正しております。 

 詳細は本日（平成21年11月12日）に別途開示いたしました「第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

当第２四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

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：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 3,096,463 3,327,363

受取手形及び売掛金 3,029,733 3,106,635

商品及び製品 1,077,894 1,063,293

仕掛品 67,919 57,428

原材料及び貯蔵品 575,111 478,436

繰延税金資産 127,721 116,822

その他 54,379 37,203

貸倒引当金 △7,717 △8,210

流動資産合計 8,021,506 8,178,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,825,452 2,835,683

土地 3,350,829 3,350,829

その他（純額） 814,027 717,498

有形固定資産合計 6,990,309 6,904,010

無形固定資産 26,810 30,296

投資その他の資産   

投資有価証券 1,572,129 1,530,837

繰延税金資産 1,064,262 1,060,314

その他 496,607 514,640

貸倒引当金 △195,565 △207,440

投資その他の資産合計 2,937,434 2,898,352

固定資産合計 9,954,554 9,832,659

資産合計 17,976,060 18,011,632
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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 2,601,804 2,489,016

短期借入金 6,975,200 7,272,400

未払金 432,864 547,654

未払法人税等 222,195 212,783

賞与引当金 232,929 223,871

その他 170,478 154,823

流動負債合計 10,635,472 10,900,549

固定負債   

長期借入金 948,850 942,750

退職給付引当金 1,650,130 1,632,183

役員退職慰労引当金 197,401 191,676

その他 162,354 136,502

固定負債合計 2,958,736 2,903,112

負債合計 13,594,209 13,803,662

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,691,370 2,691,370

資本剰余金 1,503,937 1,503,937

利益剰余金 174,637 △3,918

自己株式 △9,774 △9,272

株主資本合計 4,360,171 4,182,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,689 24,864

評価・換算差額等合計 20,689 24,864

少数株主持分 990 989

純資産合計 4,381,851 4,207,969

負債純資産合計 17,976,060 18,011,632
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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 16,394,661 15,204,599

売上原価 13,461,803 12,107,260

売上総利益 2,932,858 3,097,338

販売費及び一般管理費 2,705,439 2,651,557

営業利益 227,419 445,781

営業外収益   

受取利息及び配当金 15,961 12,394

不動産賃貸料 42,731 37,804

その他 8,776 21,170

営業外収益合計 67,469 71,369

営業外費用   

支払利息 76,335 70,348

その他 705 1,790

営業外費用合計 77,040 72,139

経常利益 217,848 445,011

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,368

特別利益合計 － 2,368

特別損失   

投資有価証券評価損 28,174 －

固定資産除却損 798 6,026

特別損失合計 28,972 6,026

税金等調整前四半期純利益 188,875 441,353

法人税、住民税及び事業税 115,989 209,974

法人税等調整額 △11,102 △15,006

法人税等合計 104,886 194,968

少数株主利益 1 1

四半期純利益 83,987 246,384
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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 188,875 441,353

減価償却費 191,325 203,811

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,046 5,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,685 △12,368

受取利息及び受取配当金 △15,961 △12,394

支払利息 76,335 70,348

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,424 17,947

固定資産除却損 798 6,026

投資有価証券評価損益（△は益） 28,174 －

売上債権の増減額（△は増加） △184,950 76,902

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,517 △121,767

仕入債務の増減額（△は減少） 96,687 24,607

その他 28,316 △88,552

小計 299,776 611,637

利息及び配当金の受取額 16,067 12,738

利息の支払額 △76,577 △70,351

法人税等の支払額 △112,878 △196,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,388 357,332

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 40,000

有形固定資産の取得による支出 △57,056 △155,419

投資有価証券の取得による支出 △5,565 △45,307

その他 7,942 △13,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,678 △174,118

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） △120,000 △220,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △269,400 △271,100

配当金の支払額 － △67,827

リース債務の返済による支出 － △14,685

その他 △859 △501

財務活動によるキャッシュ・フロー △390,259 △374,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △318,549 △190,899

現金及び現金同等物の期首残高 2,337,630 3,117,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,019,080 2,926,463
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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) 

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) 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分し

た結果、同一事業種類の売上高及び営業損益の額がいずれも全セグメントの90％を超えているので、記

載を省略いたしました。 

  

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) 

当社及び連結子会社の取扱う製品等を種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分し

た結果、同一事業種類の売上高及び営業損益の額がいずれも全セグメントの90％を超えているので、記

載を省略いたしました。 

  

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) 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、該当事項はありません。  

  

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) 

当社及び連結子会社の事業は、全て日本国内で行われているため、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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

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。  

  

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) 

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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