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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 8,133 △1.8 359 11.4 334 13.5 157 10.6
21年3月期第3四半期 8,284 4.9 322 67.0 295 78.4 142 73.6

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3四半期 110.46 ―
21年3月期第3四半期 99.90 ―

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3四半期 7,851 2,034 25.9 1,422.56
21年3月期 6,219 1,912 30.8 1,337.64

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,034百万円 21年3月期  1,912百万円

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  
詳細につきましては、本日公表の「平成22年３月期配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 11,000 3.3 335 4.5 295 4.2 131 △11.5 91.61
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。］ 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期 1,430,000株 21年3月期  1,430,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  75株 21年3月期  75株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 1,429,925株 21年3月期第3四半期 1,429,925株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等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
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、雇用情勢や所得

環境の低迷など、依然として厳しい状況が続いております。 

  冷凍食品業界におきましても、消費者の低価格品志向の高まりで引き続き厳しい経営環境が続いており、各企業 

とも一層の経営の効率化が求められております。 

 このような環境のもとで、当社は「安全・安心」対応を最重点項目と捉え、品質管理体制の強化に継続的に取組む

とともに、安全・安心で美味しい商品をお客様に提供することに注力いたしました。営業部門におきましては、リニ

ューアルし少量パックになった家庭用の「国産肉 肉だんご」を拡販するために消費者向けキャンペーンを実施する

などし、当社の主力商品である「冷凍ミートボール」の販売に注力しました。また、製造部門におきましては生産ロ

スの削減によるコスト削減に取組んでまいりました。 

 販売面では、家庭用につきましては、主力商品の「国産鶏 鶏つくね串」「国産肉 肉だんご」「おべんとう焼と

り串」等が好調に推移しました。業務用につきましては、「肉だんご類」「和風総菜類」「鶏肉巻物類」が堅調でし

たが、「豆腐製品類」等が競合他社との競争激化により苦戦しました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間におきましては、家庭用売上高4,040百万円（前期比3.5％増）、業務用売上高

4,092百万円（前期比6.6％減）、合計売上高8,133百万円(前期比1.8％減）、利益面におきましては主原料の価格下

落による原材料安効果、好採算の自社工場生産商品の売上増等で営業利益359百万円（前期比11.4％増）、経常利益

334百万円（前期比13.5％増）、四半期純利益157百万円（前期比10.6％増）となりました。  

  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ1,631百万円増加し7,851百万円となり

ました。流動資産は、前事業年度末に比べ1,332百万円増加し5,217百万円となりました。これは主に、期末日が休日

の影響で受取手形及び売掛金、現金及び預金が増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末に比

べ298百万円増加し2,633百万円となりました。これは主に、泉佐野工場の家庭用「肉だんご」「鶏つくね串」の生産

ラインの機械及び装置が増加したことによるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ1,509百万円増加し5,816百万円となりました。これは主に、期末日が休

日の影響で支払手形及び買掛金、設備関係支払手形が増加したことによるものであります。 

 純資産につきましては、利益剰余金が増加しましたので、前事業年度末に比べ121百万円増加し2,034百万円となり

ました。  

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期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、前事業年度末に比べ463百万

円増加し842百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、469百万円となりました。これは主に、売上 

 債権の増加額740百万円等により資金が減少したものの、仕入債務の増加額671百万円、税引前四半期純利益の計上

 293百万円、減価償却費の計上246百万円等により資金が増加したこと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３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は、83百万円となりました。これは主に、有形固

 定資産の取得による資金の減少が89百万円あったこと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３四半期累計期間において、財務活動の結果得られた資金は76百万円となりました。これは長期借入金の返

 済87百万円、配当金の支払額35百万円により資金が減少したものの、短期借入による資金の増加が200百万円あっ 

 たことによるものであります。   

  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月27日に公表いたしました予想から修正は行っておりませ

ん。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定して

 おります。  

   

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業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ため、前事業年度末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り算定しております。 

  

②四半期財務諸表作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む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しております。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 842,702 379,511

受取手形及び売掛金 2,897,994 2,157,707

製品 913,672 854,761

原材料 136,835 186,469

仕掛品 － 807

繰延税金資産 71,946 71,946

その他 355,987 234,073

貸倒引当金 △1,159 △216

流動資産合計 5,217,980 3,885,061

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 892,923 932,011

機械及び装置（純額） 957,823 605,496

土地 382,934 382,934

その他（純額） 51,001 55,447

有形固定資産合計 2,284,681 1,975,889

無形固定資産 20,211 25,979

投資その他の資産   

投資有価証券 77,003 73,939

繰延税金資産 160,729 160,193

その他 117,335 124,188

貸倒引当金 △26,826 △25,322

投資その他の資産合計 328,241 332,999

固定資産合計 2,633,134 2,334,867

資産合計 7,851,114 6,219,929
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,986,707 1,314,864

短期借入金 900,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 717,200 117,200

未払法人税等 72,616 71,289

未払金 680,803 539,567

賞与引当金 48,550 89,500

設備関係支払手形 659,167 104,127

その他 145,212 93,780

流動負債合計 5,210,256 3,030,329

固定負債   

長期借入金 191,700 879,600

退職給付引当金 400,976 377,111

その他 14,022 20,156

固定負債合計 606,698 1,276,867

負債合計 5,816,955 4,307,197

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,400 856,400

資本剰余金 539,200 539,200

利益剰余金 641,314 519,105

自己株式 △103 △103

株主資本合計 2,036,811 1,914,602

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,651 △1,869

評価・換算差額等合計 △2,651 △1,869

純資産合計 2,034,159 1,912,732

負債純資産合計 7,851,114 6,219,929
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,284,239 8,133,205

売上原価 6,330,384 6,137,289

売上総利益 1,953,855 1,995,915

販売費及び一般管理費 1,631,409 1,636,566

営業利益 322,446 359,348

営業外収益   

受取利息 87 738

受取配当金 1,543 1,632

雑収入 1,254 1,779

営業外収益合計 2,885 4,150

営業外費用   

支払利息 28,518 27,476

雑損失 1,590 1,046

営業外費用合計 30,108 28,523

経常利益 295,222 334,976

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,450 －

賞与引当金戻入額 － 436

特別利益合計 9,450 436

特別損失   

固定資産除売却損 10,116 42,375

ゴルフ会員権評価損 950 －

特別損失合計 11,066 42,375

税引前四半期純利益 293,606 293,037

法人税、住民税及び事業税 135,877 135,080

過年度法人税等 14,875 －

法人税等合計 150,753 135,080

四半期純利益 142,852 157,956
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 293,606 293,037

減価償却費 186,463 246,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,669 2,447

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,580 △40,950

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,624 23,865

受取利息及び受取配当金 △1,630 △2,371

支払利息 28,518 27,476

固定資産除売却損益（△は益） 10,116 42,375

売上債権の増減額（△は増加） △946,635 △740,286

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,181 △8,469

仕入債務の増減額（△は減少） 705,608 671,842

未収入金の増減額（△は増加） △125,851 △107,419

未払金の増減額（△は減少） 119,373 141,969

その他 △7,828 74,224

小計 195,933 623,946

利息及び配当金の受取額 1,630 2,371

利息の支払額 △22,328 △22,394

法人税等の支払額 △142,115 △133,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,119 469,926

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 △280,262 △89,986

有形固定資産の売却による収入 614 11,866

投資有価証券の取得による支出 △14,768 △4,382

その他 10,872 △585

投資活動によるキャッシュ・フロー △283,545 △83,088

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 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △87,900 △87,900

配当金の支払額 △71,496 △35,748

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,603 76,351

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209,821 463,190

現金及び現金同等物の期首残高 597,311 379,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,489 842,702
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 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）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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６．その他の情報 

 （テーブルマーク㈱による当社株式に対する公開買付けについて） 

   当社は、平成 22 年 1 月 29 日開催の当社取締役会において、テーブルマーク㈱（以下「公開買

付者」といいます。）による当社の発行済普通株式（当社の保有する自己株式を除きます。）に対

する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明することを決議いたし

ました。 

   公開買付者は、本公開買付けにおいては、買付予定の株式の数に上限を設定していないため、

本公開買付けの結果次第では、流動性等に係る名古屋証券取引所の定める上場廃止基準に従い、

本公開買付けの完了をもって、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、本

公開買付けの完了時点では同基準に該当しない場合でも、公開買付者は、その後の一連の手続き

により、平成 22 年８月 31 日までを目途として、当社の発行済株式の全て（当社の保有する自己株式

を除きます。）を取得することを予定しておりますので、その場合には当社株式は上場廃止となり

ます。上場廃止後は、当社株式を名古屋証券取引所において売買することができなくなります。 

１． 公開買付者の概要 

(1) 商号 

テーブルマーク株式会社 

(2) 事業内容 

冷凍食品、冷凍水産品、その他食料品の製造・販売 

(3) 設立年月日 

昭和 31 年９月１日 

(4) 本店所在地 

香川県観音寺市坂本町五丁目 18 番 37 号 

(5) 代表者の役職・氏名 

代表取締役社長  山田 良一 

(6) 資本金 

47,502 百万円  

(7) 大株主及び持株比率（平成 21 年３月 31 日現在） 

① 普通株式  

日本たばこ産業㈱   100％ 

② A 種種類株式 

  日本たばこ産業㈱   100％ 

(8) 当社との関係等 

資本関係   

 公開買付者は、当社の発行済株式総数（1,430,000 株）の 74.97％（小数点以下第三位を四捨

五入）を所有しております（間接保有分 27.97％（小数点以下第三位を四捨五入）を含みます）。 

人的関係 

 公開買付者の常務執行役員２名、及び従業員１名が、当社の取締役を兼任しております。ま

た、公開買付者の常勤監査役１名が、当社の社外監査役を兼任しております。 
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取引関係 

 当社は、公開買付者との間に商品売買及び原材料仕入業務委託等の取引があります。 

関連当事者への該当状況 

 公開買付者は当社の親会社であり、関連当事者に該当します。 

 

２． テーブルマーク㈱による当社株式公開買付けの概要 

(1) 買付け等をする株式の種類 

 普通株式 

(2) 買付け等の期間 

 平成 22 年２月３日（水曜日）から平成 22 年３月 17 日（水曜日）まで（30 営業日） 

(3) 買付け等の価格 

 普通株式 

  １株につき  1,560 円 

(4) 買付け予定の株式の数 

  757,925 株 

(5) 公開買付け開始公告日 

  平成 22 年２月３日  
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