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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,849 △9.7 318 19.6 313 3.8 112 △36.2

21年3月期第3四半期 9,804 ― 266 ― 301 ― 176 ―

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 6.13 ―

21年3月期第3四半期 9.61 ―

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 12,235 7,005 57.3 381.51
21年3月期 11,347 6,980 61.5 380.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,005百万円 21年3月期  6,980百万円

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 12,300 △0.9 300 4.6 330 4.6 160 8.6 8.71



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 

・本資料に記載されている業績予想は、提出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3四半期 18,392,000株 21年3月期  18,392,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  29,499株 21年3月期  27,941株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 18,363,485株 21年3月期第3四半期 18,365,368株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な金融危機に端を発した景気後退の局面か

ら、一部では持ち直しの動きが見られるものの、円高の進行による輸出企業の業績の悪化や国内のデフレ基調が鮮明

となり、雇用情勢の悪化や個人消費も低迷するなど依然として先行き不透明な状況が続いております。 

食品業界におきましても、昨年の秋以降、所得の伸び悩みや雇用情勢の悪化などによる生活防衛意識の高まりから

消費者の低価格志向が一段と強まる傾向にあります。しかし、その反面「食の安心・安全」に対する厳しさもさらに

増しており、今まで以上に品質管理、履歴管理の強化や社会貢献への対応など、企業の社会的責任がますます求めら

れるようになってきております。 

当社グループの取り組みとしては原材料の鮮度及び産地を中心に、原材料履歴情報、残留農薬検査内容の開示をお

客様からの視点で考え、お客様に満足していただける商品及びサービスに注力しております。また、原材料の鮮度を

より一層高めるため生産者のご協力をいただき、産地と一体になることにより、原材料の素材本来の持つおいしさを

提供できるような取り組みを積極的に実施してまいりました。 

このような安心、安全、そして、おいしさの追求、情報開示及びその告知などを行ってまいりましたが、売上高

は、88億49百万円（前年同期比9億55百万円減）となりました。 

一方、従来より進めております付加価値生産性を基軸としたロス、ムダの削減、経費予算管理などの厳格化により

販売費及び一般管理費等の削減を行いました結果、営業利益は3億18百万円（前年同期比52百万円増）となりました。

これにより、経常利益は3億13百万円（前年同期比11百万円増）となり、これに法人税等充当額の処理を行った結果、

当四半期純利益は1億12百万円（前年同期比63百万円減）となりました。 

 
  

当第３四半期末における資産総額は前連結会計年度末に比べ、8億88百万増の122億35百万円となりました。また、

負債総額は前連結会計年度末に比べ8億63百万円増の52億29百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ、24百万円増の

70億5百万円となり、この結果、自己資本比率57.3％となりました。 

営業活動によるキャッシュフローは3億5百万円の増加となりました。主な要因としては、減価償却費の計上による

ものです。 

投資活動によるキャッシュフローは8億79百万円の減少となりました。主な要因としては、長期性預金への預け入れ

によるものです。 

財務活動によるキャッシュフローは1億61百万円の減少となりました。主な要因としては、配当金の支払いと借入金

の返済によるものです。 

これらにより、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、前連結会計年度末に対し7億35百万円減少の29億83百

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

製 品 別 売 上 高

（単位：千円未満切り捨て）

期  別 前連結第３四半期累計期間 当連結第３四半期累計期間
前年同期比

(20.4.1～20.12.31) (21.4.1～21.12.31)

製 品 別 金   額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

％ ％ ％

食 肉 加 工 品 7,814,239 79.7 6,937,219 78.4 △877,020 △11.2

冷  凍   食  品 61,197 0.6 46,202 0.5 △14,994 △24.5

調理用 ソース 103,440 1.1 68,348 0.8 △35,092 △33.9

正  月   料  理 1,152,032 11.8 1,153,442 13.0 1,410 0.1

そ      う      菜 426,370 4.3 407,775 4.6 △18,595 △4.3

そ      の     他 247,634 2.5 236,900 2.7 △10,734 △4.3

合     計 9,804,914 100.0 8,849,889 100.0 △955,025 △9.7

（注）上記は売上割戻を売上構成比で按分し控除した金額です。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

石井食品株式会社（2894）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－3－



当第３四半期累計期間における業績は、平成21年5月8日に開示いたしました当期業績予想に対して、堅調に推移し

ており、通期の業績予想に変更はございません。 

今後の活動と致しましては生産工場における原材料在庫の削減をより一層進め、製品作りにおいて鮮度管理に重点

を置いた仕組みや、使用している原材料の産地をより詳細に開示するなどお客様のより一層のご信頼が得られるよう

に活動していく所存でございます。 
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

④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ので、前連結会計年度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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 

当社及び一部の連結子会社については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,183,324 4,421,837

受取手形及び売掛金 2,555,052 1,345,549

商品及び製品 46,028 30,661

仕掛品 25,383 32,082

原材料及び貯蔵品 171,279 212,540

その他 101,793 90,992

貸倒引当金 △2,630 △1,344

流動資産合計 7,080,232 6,132,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,842,855 1,998,808

機械装置及び運搬具（純額） 1,233,796 1,444,004

土地 1,143,628 1,143,099

工具、器具及び備品（純額） 34,997 47,670

建設仮勘定 550 －

有形固定資産合計 4,255,828 4,633,583

無形固定資産 57,726 56,390

投資その他の資産 841,477 524,844

固定資産合計 5,155,032 5,214,818

資産合計 12,235,264 11,347,137

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 962,655 304,957

短期借入金 2,130,000 2,130,000

1年内返済予定の長期借入金 67,560 67,560

未払法人税等 64,913 166,806

賞与引当金 68,068 80,676

未払費用 817,071 505,198

その他 133,798 97,053

流動負債合計 4,244,066 3,352,251

固定負債   

長期借入金 213,220 263,890

退職給付引当金 594,795 545,141

長期未払金 177,644 204,989

固定負債合計 985,660 1,014,020

負債合計 5,229,726 4,366,272

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,600 919,600

資本剰余金 672,801 672,801

利益剰余金 5,433,791 5,431,339

自己株式 △7,370 △7,025

株主資本合計 7,018,823 7,016,715

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,285 △35,851

評価・換算差額等合計 △13,285 △35,851

純資産合計 7,005,537 6,980,864

負債純資産合計 12,235,264 11,347,137
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

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

売上高 9,804,914 8,849,889

売上原価 6,061,159 5,436,353

売上総利益 3,743,755 3,413,535

販売費及び一般管理費   

給料 552,838 533,584

販売手数料 240,388 213,745

運搬費 1,042,700 920,545

販売促進費 380,024 247,958

その他 1,261,111 1,178,855

販売費及び一般管理費合計 3,477,063 3,094,689

営業利益 266,691 318,846

営業外収益   

受取利息 7,719 6,214

受取配当金 8,927 8,297

雑収入 8,970 3,683

その他 43,043 17,722

営業外収益合計 68,662 35,917

営業外費用   

支払利息 31,826 27,322

商品廃棄損 － 10,328

その他 1,758 4,014

営業外費用合計 33,584 41,665

経常利益 301,769 313,099

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,152 －

投資有価証券売却益 256 243

投資有価証券償還益 5,940 －

特別利益合計 7,349 243

特別損失   

投資有価証券評価損 1,282 6,452

固定資産処分損 1,144 43,000

特別損失合計 2,427 49,452

税金等調整前四半期純利益 306,691 263,889

法人税等 130,148 151,252

四半期純利益 176,542 112,636
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 306,691 263,889

減価償却費 534,796 438,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,585 △12,607

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,302 49,653

長期未払金の増減額（△は減少） △6,189 △27,344

受取利息及び受取配当金 △16,647 △14,511

支払利息 31,826 27,322

固定資産除却損 － 43,000

売上債権の増減額（△は増加） △1,241,984 △1,209,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,707 32,592

仕入債務の増減額（△は減少） 646,350 657,698

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,290 2,296

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,609 △16,183

その他 359,854 338,549

小計 615,024 573,061

利息及び配当金の受取額 15,804 14,294

利息の支払額 △31,220 △26,874

法人税等の支払額 △66,200 △255,442

営業活動によるキャッシュ・フロー 533,407 305,038

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 － 603,000

定期預金の預入による支出 － △1,403,000

有形固定資産の取得による支出 △42,306 △65,674

投資有価証券の取得による支出 △1,724 △1,703

その他 11,478 △11,963

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,551 △879,341

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △50,670 △50,670

自己株式の取得による支出 △436 △345

配当金の支払額 △101,014 △110,184

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,120 △161,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 32 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 348,766 △735,513

現金及び現金同等物の期首残高 2,905,304 3,718,837

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,254,071 2,983,324
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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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