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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 194,760 △8.8 5,792 20.1 6,076 17.3 3,367 △2.6

21年3月期第3四半期 213,488 ― 4,824 ― 5,181 ― 3,456 ―

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 15.04 ―

21年3月期第3四半期 15.43 ―

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 109,721 29,243 22.5 110.09
21年3月期 98,743 25,849 21.9 96.62

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  24,650百万円 21年3月期  21,643百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

2.00 2.00

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 260,000 △6.0 4,500 △6.4 4,400 △13.2 2,200 △29.2 9.82

1



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、５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） 

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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 

上記の予想は本資料の発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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 224,392,998株 21年3月期  224,392,998株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  478,143株 21年3月期  383,663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 223,968,990株 21年3月期第3四半期 224,046,155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、企業収益の低迷と雇用情勢の悪化に加え、所得環境

の悪化から個人消費も一層減退するなど、厳しい事業環境が続きました。当業界におきましても、消費者

の低価格志向による販売価格の低迷と食肉相場の下落が相まって売上が大きく減少するなど、極めて厳し

い状況となりました。 

 このような状況のなか、当社グループは、主力商品の拡販を進める一方、生産コストの削減等の諸施策

にも努め、収益の確保を図りました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高が1,947億60百万円（前年同

期比8.8％減）となりましたが、営業利益は57億92百万円（同20.1％増）、経常利益は60億76百万円（同

17.3％増）、四半期純利益は33億67百万円（同2.6％減）となりました。 

＜食肉部門＞ 

 個人消費の減退と消費者の低価格志向により食肉需要が大きく落ち込む一方で、食肉相場が大幅に下落

するなど食肉の市場環境は非常に厳しいものとなりました。このような状況のなか、当社グループは、高

付加価値商品のオリジナルブランドを充実させ拡販に努めましたが、当部門の売上高は821億19百万円

（前年同期比15.1％減）となりました。 

＜ハム・ソーセージ部門＞ 

 消費者の節約志向の高まりから低価格化が進むなか、ハム・ソ－セ－ジ部門におきましては生産コスト

の一層の削減に努めるとともに「香薫シリーズ」や連タイプのロ－スハム、ベ－コンなどの主力ブランド

商品の拡販に努めました。しかし、販売競争激化の影響から、当部門の売上高は441億73百万円（前年同

期比2.9％減）となりました。 

＜加工食品ほか部門＞ 

 加工食品ほか部門におきましては、原料肉の価格は下落したものの、安全性の問題による消費者の中国

産商品離れと個人消費の減退により販売数量が落ち込むなど引き続き厳しい市場環境が続きました。この

ような状況のなか、当社グループにおきましては、主力商品の「直火焼きハンバーグ」をはじめ「生つく

ね」や「ロ－ルキャベツ」などの季節商材の拡販に注力しましたが、当部門の売上高は684億66百万円

（前年同期比4.0％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ109億77百万円増加し1,097億

21百万円となりました。これは主に現金及び預金が37億17百万円、受取手形及び売掛金が37億26百万円増

加したことによります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べて75億84百万円増加の804億78百万円となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金が47億13百万円、未払費用が15億20百万円増加したことによります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べて33億93百万円増加し292億43百万円となりました。これ

は主に利益剰余金が29億38百万円、その他有価証券評価差額金が１億４百万円増加したことによります。

 

  

 

  

・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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 （連結キャッシュ・フロ－の状況） 

 当第３四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て36億32百万円

増加し93億87百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロ－＞ 

 売上債権の増加並びに仕入債務の増加があったものの税金等調整前四半期純利益56億41百万円の計上に

より、営業活動における資金は58億87百万円増加しました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロ－＞ 

 主に生産設備更新および生産性の向上、品質の安定のため20億19百万円の有形固定資産を取得したこと

により、投資活動における資金は26億20百万円減少しました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロ－＞ 

 主に長期借入金53億65百万円の調達、長期借入金45億30百万円の返済および配当金４億44百万円の支払

いにより、財務活動における資金は３億71百万円増加しました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績については、平成21年11月６日に開示いたしました業績に対して順調

に推移しており通期連結業績予想に変更はありません。今後、業績予想に変更がある場合には速やかに開

示してまいります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率は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、第２

四半期連結会計期間末においては実績率が著しく変動したため見直し後の貸倒実績率を使用してお

ります。当第３四半期連結会計期間末においては、貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間末に算

定したものと著しい変化がないと認められるため、第２四半期連結会計期間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棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

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。 

④税金費用の計算 

当連結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する方法を採用しております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より

適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

  

  

  

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 9,523 5,806

受取手形及び売掛金 31,169 24,442

有価証券 16 9

商品及び製品 12,527 12,092

仕掛品 415 553

原材料及び貯蔵品 1,013 993

その他 3,788 3,182

貸倒引当金 △31 △35

流動資産合計 58,423 47,045

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,263 19,050

土地 19,197 18,762

その他（純額） 6,959 6,857

有形固定資産合計 44,420 44,670

無形固定資産 821 964

投資その他の資産   

投資有価証券 4,009 3,883

その他 2,100 2,225

貸倒引当金 △55 △45

投資その他の資産合計 6,055 6,063

固定資産合計 51,298 51,698

資産合計 109,721 98,743
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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 29,630 24,917

短期借入金 8,515 8,520

1年内返済予定の長期借入金 5,959 5,514

未払法人税等 1,110 952

賞与引当金 840 980

役員賞与引当金 － 24

その他 9,524 7,151

流動負債合計 55,580 48,059

固定負債   

社債 440 250

長期借入金 13,644 13,249

退職給付引当金 5,899 6,326

役員退職慰労引当金 116 97

その他 4,797 4,911

固定負債合計 24,897 24,834

負債合計 80,478 72,893

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,363 3,363

資本剰余金 3,964 3,964

利益剰余金 16,215 13,276

自己株式 △54 △44

株主資本合計 23,488 20,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 531 427

繰延ヘッジ損益 △5 △6

土地再評価差額金 874 874

為替換算調整勘定 △238 △212

評価・換算差額等合計 1,162 1,083

少数株主持分 4,592 4,206

純資産合計 29,243 25,849

負債純資産合計 109,721 98,743
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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 213,488 194,760

売上原価 178,112 159,235

売上総利益 35,376 35,525

販売費及び一般管理費 30,552 29,732

営業利益 4,824 5,792

営業外収益   

受取利息及び配当金 92 63

持分法による投資利益 107 159

補助金収入 243 －

その他 467 500

営業外収益合計 910 722

営業外費用   

支払利息 396 368

その他 156 70

営業外費用合計 553 438

経常利益 5,181 6,076

特別利益   

投資有価証券売却益 20 19

関係会社出資金売却益 － 73

その他 10 18

特別利益合計 31 111

特別損失   

固定資産売却損 57 0

固定資産除却損 93 104

投資有価証券評価損 － 138

減損損失 91 －

製品自主回収関連費用 － 226

その他 46 75

特別損失合計 288 546

税金等調整前四半期純利益 4,924 5,641

法人税等 1,248 1,724

少数株主利益 219 549

四半期純利益 3,456 3,367
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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 4,924 5,641

減価償却費 2,978 2,865

減損損失 91 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14 138

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 29

賞与引当金の増減額（△は減少） △169 △164

退職給付引当金の増減額（△は減少） 229 △426

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21 19

受取利息及び受取配当金 △92 △63

支払利息 396 368

投資有価証券売却損益（△は益） △20 △19

関係会社出資金売却損益（△は益） － △73

持分法による投資損益（△は益） △107 △159

有形固定資産売却損益（△は益） 56 0

有形固定資産除却損 93 104

売上債権の増減額（△は増加） △9,585 △6,726

その他の流動資産の増減額（△は増加） △591 △177

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,675 △358

仕入債務の増減額（△は減少） 11,025 4,713

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,561 1,819

未払消費税等の増減額（△は減少） 119 301

小計 8,228 7,833

利息及び配当金の受取額 108 77

利息の支払額 △422 △368

法人税等の支払額 △1,266 △1,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,647 5,919

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 △1,990 △2,019

有形固定資産の売却による収入 445 26

無形固定資産の取得による支出 △153 △205

投資有価証券の取得による支出 △9 △22

投資有価証券の売却による収入 20 50

貸付けによる支出 △294 △591

貸付金の回収による収入 53 165

敷金の差入による支出 △20 △20

敷金の回収による収入 50 132

定期預金の増減額（△は増加） △30 △85

長期前払費用の取得による支出 △45 △76

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる支出

－ △3

その他 10 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,964 △2,646
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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） △1,439 △4

リース債務の返済による支出 △38 △56

長期借入れによる収入 5,000 5,365

長期借入金の返済による支出 △5,113 △4,530

社債の発行による収入 － 400

社債の償還による支出 △125 △125

割賦債務の返済による支出 △195 △174

配当金の支払額 △57 △444

種類株式の取得による支出 △1,724 －

少数株主への配当金の支払額 △54 △54

自己株式の取得による支出 △5 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,754 365

現金及び現金同等物に係る換算差額 130 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,058 3,632

現金及び現金同等物の期首残高 8,167 5,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,225 9,387
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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）および当第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） 

当社企業グループの取り扱う製品等を種類・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および営業損益の金額がいずれも全セグメントの90％を超えて

いるため、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。 

【所在地別セグメント情報】 

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）および当第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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社の売上高の合計の金額が全セグメントの10％未満

のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

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）および当第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

(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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