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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 176,030 △5.0 3,180 107.7 3,438 102.2 902 539.7
21年3月期第3四半期 185,235 ― 1,531 ― 1,700 ― 141 ―

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 12.09 12.09
21年3月期第3四半期 1.90 1.90

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 86,785 23,862 27.0 313.46
21年3月期 81,551 23,090 27.8 304.25

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  23,391百万円 21年3月期  22,705百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
7.00 7.00

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 230,000 △5.9 3,400 37.8 3,600 36.1 1,000 74.2 13.40
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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 
連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 
実際の業績は今後様々な要因により、上記予想と異なる結果となる可能性がございます。 
なお、平成21年11月4日決算発表時に公表いたしました通期連結業績予想を本資料において修正しております。 
また、業績予想の前提につきましては４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想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3四半期 87,759,216株 21年3月期  87,759,216株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 13,137,547株 21年3月期  13,130,226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 74,623,604株 21年3月期第3四半期 74,640,265株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果などにより一部に回復の兆しが見ら
れましたが、雇用不安や所得減少に対する懸念から、消費者の生活防衛意識は高く、また物価下降という
デフレが継続するなど、依然として厳しい状況が続きました。 
 食肉業界においても、不況による個人消費の冷え込みにより食肉需要は高級品の消費が減少し、また国
産豚肉の荷余り感により販売価格は低迷を受け、６年ぶりの政府による豚肉調整保管実施など食肉の国内
相場は下降しました。 
 このような中、当社グループは分社後２年目を迎え、グループネットワークを最大限活用し、各販売会
社は地域密着度を深め、迅速な対応を進めることでお取引先から多くの信頼を得てきております。また食
品の安全性と品質を確保する国際規格である『ＳＱＦ２０００』の確実な運用により、安全、安心、正確
な商品の供給を進めました。 
以上の結果、第３四半期連結累計期間の売上高は、国内相場安の影響を受け1,760億30百万円（前年同

四半期比5.0％減）となりました。また、営業利益は31億80百万円（前年同四半期比107.7％増）、経常利
益は34億38百万円（前年同四半期比102.2％増）、四半期純利益につきましては、9億2百万円（前年同四
半期比539.7％増）となりました。 
  
当社グループの事業部門別の業績は次のとおりであります。 
<食肉> 
国産食肉は、景気低迷による消費者の低価格志向が続く中、和牛肉や黒豚肉といった高級品は取扱量が

減少いたしましたが、値頃感のある豚肉と鶏肉の販売拡大により前年を上回る取扱量となりました。また
秋以降の牛肉相場の好転により収益面でも改善が図られました。 
 輸入食肉は、牛肉は円高による値頃感から取扱量は伸びましたが、売上高はデフレ傾向による末端価格
の低下などから減少、豚肉は国産豚肉相場安と海外で発生した新型インフルエンザの影響により売上高は
前年を下回る状況となりました。鶏肉は、安定的な販売を確保し、取扱量は前年を上回る状況となりまし
た。 
 これらの結果食肉部門は、取扱量は前年を上回る結果となりましたが、売上高は相場安の影響で前年同
四半期比94.1％の1,415億48百万円となりました。 
<加工食品> 
ハンバーグ・餃子・巻物・唐揚げ等商品は、家庭内消費の拡大を受け良好に推移し、おせち・オードブ

ル商品も大きく伸長しました。グラタン、鍋用鶏生だんごは暖冬が影響し、焼肉商品も夏場のＯ－１５７
食中毒が影響し、数量は横ばいとなりました。以上の結果、売上高は前年同四半期比96.3％の202億90百
万円となりました。 
<ハム・ソーセージ> 
ウィンナー・ベーコン・ロースハムの少量パック「フェストエッセンシリーズ」と、生活応援型商品

「元気な食卓シリーズ」のウィンナー関連が良好に推移し、歳暮ギフトも前年を上回る状況となり、この
結果、売上高は前年同四半期比106.4％の75億74百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末と比べ37億75百万円増加し、534億61百万円となりました。これは、主

に現金及び預金が増加したことによるものです。 
 固定資産は、土地、リース資産、および投資有価証券が増加したことにより14億72百万円増加し、333
億円となりました。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ52億34百万円増加し、867億85百万円となりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末と比べ40億97百万円増加し、480億74百万円となりました。これは主に

支払手形及び買掛金の仕入債務が増加したことと、短期借入金が増加したことによるものです。 
 固定負債は、長期借入金やリース債務の増加などにより3億64百万円増加し、148億48百万円となりまし
た。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ44億61百万円増加し、629億23百万円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、四半期純利益の計上および保有する投資有価証券の時価が回復したことによるその他有

価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末と比べて7億72百万円増加し、238億62百万円となりま
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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

110億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億32百万円増加いたしました。当第３四半期連結累計
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とおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果、得た資金は54億22百万円（前年同四半期は10億77

百万円の資金の減少）となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純利益23億46百万円および仕入債務の増加額27億34百万円によるもの
であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果、使用した資金は31億28百万円（前年同四半期は18

億38百万円の資金の減少）となりました。 
 これは主に、固定資産の取得による支出18億90百万円および投資有価証券の取得による支出11億59百万
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） 
当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果、得た資金は9億22百万円（前年同四半期は16億33

百万円の資金の増加）となりました。 
 これは主に、長期借入金の借入収入8億85百万円（純額）によるものであります。 

  

今期の見通しは、長引く景気低迷の中、設備投資の減少、雇用情勢の悪化など、景気回復の先行きは依
然として不透明な状況が続くものと思われます。 
 食肉業界においても、個人消費の回復が遅れ、需要の低迷が懸念される中、食肉相場は引き続き安値傾
向が続くものと予想されます。 
 平成22年３月期の通期連結業績見込みにつきましては、国産牛肉、国産豚肉などの食肉相場が安定的に
推移したため、利益率が改善し、また、今後の市場状況の見通しから、営業利益、経常利益は予想数値を
上回る見込みです。 
 しかし、当期純利益につきましては431百万円の投資有価証券評価損を特別損失に計上する見込みのた
め前回発表数値を据え置きます。 
 このような状況を踏まえ平成22年３月期通期連結業績について、下記の通り見直しを行いました。 

  
平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日から平成22年３月31日） 

 
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、潜在的な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ことがありますことをご承知おき下さい。 

  

該当事項はありません。 

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

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

前回発表予想（Ａ） 230,000 2,700 2,800 1,000 13.40

今回修正予想（Ｂ） 230,000 3,400 3,600 1,000 13.40

増減額（Ｂ－Ａ） ― 700 800 ― ―

増減率（％） ― 25.9 28.6 ― ―

＜ご参考＞
前期実績（平成21年３月期）

244,503 2,467 2,645 574 7.70

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：百万円）

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 11,201 8,047

受取手形及び売掛金 27,892 26,972

商品及び製品 8,267 8,643

仕掛品 550 631

原材料及び貯蔵品 1,212 1,325

その他 4,430 4,120

貸倒引当金 △92 △54

流動資産合計 53,461 49,685

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,806 10,230

土地 8,973 8,613

その他（純額） 4,348 3,295

有形固定資産合計 23,129 22,138

無形固定資産   

のれん 48 476

その他 225 221

無形固定資産合計 274 697

投資その他の資産   

その他 9,896 8,991

投資その他の資産合計 9,896 8,991

固定資産合計 33,300 31,828

繰延資産 23 37

資産合計 86,785 81,551
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,644 11,903

短期借入金 19,332 17,923

未払法人税等 190 1,416

賞与引当金 1,017 1,005

その他 12,889 11,728

流動負債合計 48,074 43,976

固定負債   

社債 2,800 3,380

長期借入金 8,057 7,591

退職給付引当金 1,742 1,701

その他 2,248 1,810

固定負債合計 14,848 14,484

負債合計 62,923 58,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,899 9,899

資本剰余金 10,618 10,618

利益剰余金 5,544 5,158

自己株式 △2,249 △2,248

株主資本合計 23,813 23,428

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 △288

繰延ヘッジ損益 △229 △244

為替換算調整勘定 △185 △190

評価・換算差額等合計 △422 △723

少数株主持分 471 384

純資産合計 23,862 23,090

負債純資産合計 86,785 81,551
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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：百万円）

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 185,235 176,030

売上原価 168,812 157,559

売上総利益 16,423 18,471

販売費及び一般管理費 14,891 15,290

営業利益 1,531 3,180

営業外収益   

受取利息 52 36

受取配当金 57 54

不動産賃貸料 457 456

受取保険金及び配当金 167 158

持分法による投資利益 39 35

その他 330 280

営業外収益合計 1,105 1,021

営業外費用   

支払利息 572 463

不動産賃貸費用 175 166

その他 188 133

営業外費用合計 937 763

経常利益 1,700 3,438

特別利益   

固定資産売却益 2 2

補助金収入 29 －

特別利益合計 32 2

特別損失   

固定資産売却損 8 3

固定資産除却損 127 99

減損損失 67 559

投資有価証券評価損 82 431

店舗閉鎖損失 8 －

特別損失合計 294 1,094

税金等調整前四半期純利益 1,438 2,346

法人税、住民税及び事業税 1,257 1,181

法人税等調整額 △76 144

法人税等合計 1,180 1,325

少数株主利益 116 118

四半期純利益 141 902
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 1,438 2,346

減価償却費 1,256 1,422

減損損失 67 559

のれん償却額 158 149

賞与引当金の増減額（△は減少） △99 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6 40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △394 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82 7

受取利息及び受取配当金 △109 △90

支払利息 572 463

持分法による投資損益（△は益） △39 △35

固定資産売却損益（△は益） 5 1

固定資産除却損 127 99

投資有価証券評価損益（△は益） 82 431

売上債権の増減額（△は増加） △2,200 △909

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,129 571

前渡金の増減額（△は増加） △1,450 △410

仕入債務の増減額（△は減少） 3,569 2,734

その他 727 799

小計 660 8,194

利息及び配当金の受取額 114 96

利息の支払額 △572 △463

法人税等の支払額 △1,279 △2,404

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,077 5,422

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 △212 △202

定期預金の払戻による収入 261 281

固定資産の取得による支出 △1,625 △1,890

固定資産の売却による収入 24 21

投資有価証券の取得による支出 △48 △1,159

投資有価証券の売却による収入 1 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △26 △238

長期貸付けによる支出 △370 △284

長期貸付金の回収による収入 263 348

子会社株式の取得による支出 △45 △2

その他 △60 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,838 △3,128
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（単位：百万円）

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) 

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） 3,460 1,580

長期借入れによる収入 2,450 3,596

長期借入金の返済による支出 △3,344 △2,710

リース債務の返済による支出 △43 △213

社債の償還による支出 △378 △778

自己株式の取得による支出 △4 △2

自己株式の売却による収入 2 0

配当金の支払額 △522 △522

少数株主からの払込みによる収入 20 －

その他 △6 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,633 922

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,309 3,215

現金及び現金同等物の期首残高 12,280 7,788

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189 16

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,159 11,020
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該当事項はありません。 

  

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)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める食肉の製造及び販売の割合が、いずれ

も90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

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)及び当第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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、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)及び当第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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、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。 

(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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