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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 23,473 △7.1 858 60.5 842 61.3 431 70.0
21年3月期第3四半期 25,275 ― 534 ― 522 ― 253 ―

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 25.46 ―

21年3月期第3四半期 14.97 ―

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 19,046 4,546 23.9 268.12
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3四半期  4,545百万円 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  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 ― 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  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 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 

本資料に記載されている業績見通し等の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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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 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3四半期  46,100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3四半期 16,954,898株 21年3月期第3四半期 16,962,105株
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当第３四半期連結会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・所得の減少が顕著に

な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、消費者の生活防衛意識の高まり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ＤＬＧ（ドイツ農業協会）国際食品品質競技会の金賞受賞商品であ

ります『ロマンチック街道シリーズ』を中心にお歳暮商戦に注力してまいりました。 

  また、今期より取り組みをしております『経費削減』はもとより、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３四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、234億73

百万円(前年同期比7.1％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８億58百万円(前年同期比60.5％増)、経常利益は８億42百万円(前年同期比61.3％増)、四半

期純利益は４億31百万円(前年同期比70.0％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・

ソーセージ類の売上に注力してまいりましたが、消費者の生活防衛意識の高まりによる個人消費の低迷等によ

り売上は減少しました。また、 惣菜製品につきましても、個人消費の低迷等により、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記載していましたが、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に含めて記載しております。 

 その結果、売上高は112億21百万円(前年同期比2.2％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、経費削減の推進及び利益重視の販売に注視したことにより、

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122億52百万円(前年同期比11.2％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３四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10億35百万円増加の190億46百万円と

なりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ９億65百万円増加の91億44百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金２億58百万円、商品及び製品１億89百万円の減少及び受取手形及び売掛金14億58百万円の増加等に

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69百万円増加の99億２百万円となりました。主な要因は、有形固定

資産の取得等79百万円の増加等によるものであります。 

 （負債の部) 

 当第３四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６億96百万円増加の145億円となりま

した。 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億９百万円増加の114億９百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金５億８百万円の増加及び賞与引当金１億８百万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１億87百万円増加の30億90百万円となりました。主な要因は、長期

借入金70百万円及びリース債務79百万円の増加等によるものであります。 

 （純資産の部) 

 当第３四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３億38百万円増加の45億46百万円

となりました。主な要因は、利益剰余金３億63百万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２億18百万円減少

の28億98百万円となりました。 

 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、１億54百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益７

億96百万円、減価償却費３億19百万円、仕入債務の増加５億５百万円及び売上債権の増加14億58百万円、法

人税等の支払額３億37百万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、３億20百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支

出２億97百万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、52百万円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入４億円及び

長期借入金の返済による支出３億78百万円、配当金の支払額67百万円等によるものであります。 

  

通期の見通しにつきましては、世界的金融不況による悪化から緩やかな回復傾向が見られるものの、依然と

して雇用・所得等厳しい環境で推移すると思われます。このような状況におきまして当社グループは、「チョ

ップドハム」及び「カープ商品」等ウインナー・ソーセージ類の販売強化を図ると共に「経費削減」の取り組

みをより一層推進してまいります。 

 なお、通期の業績の予想につきましては、引続き厳しい環境ながら平成21年11月12日に公表いたしました業

績予想に変更はありません。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  
  

当第３四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 3,068,551 3,327,363

受取手形及び売掛金 4,565,094 3,106,635

商品及び製品 873,781 1,063,293

仕掛品 60,049 57,428

原材料及び貯蔵品 470,394 478,436

繰延税金資産 78,645 116,822

その他 47,359 37,203

貸倒引当金 △19,598 △8,210

流動資産合計 9,144,277 8,178,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,770,732 2,835,683

土地 3,350,829 3,350,829

その他（純額） 862,236 717,498

有形固定資産合計 6,983,798 6,904,010

無形固定資産 25,462 30,296

投資その他の資産   

投資有価証券 1,511,004 1,530,837

繰延税金資産 1,083,705 1,060,314

その他 494,371 514,640

貸倒引当金 △195,850 △207,440

投資その他の資産合計 2,893,231 2,898,352

固定資産合計 9,902,492 9,832,659

資産合計 19,046,770 18,011,632
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,997,171 2,489,016

短期借入金 7,243,800 7,272,400

未払金 605,952 547,654

未払法人税等 214,116 212,783

賞与引当金 115,324 223,871

その他 233,414 154,823

流動負債合計 11,409,779 10,900,549

固定負債   

長期借入金 1,012,750 942,750

退職給付引当金 1,677,338 1,632,183

役員退職慰労引当金 200,264 191,676

その他 199,910 136,502

固定負債合計 3,090,263 2,903,112

負債合計 14,500,042 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 359,874 △3,918

自己株式 △9,960 △9,272

株主資本合計 4,545,221 4,182,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 517 24,864

評価・換算差額等合計 517 24,864

少数株主持分 988 989

純資産合計 4,546,727 4,207,969

負債純資産合計 19,046,770 18,011,632
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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 25,275,875 23,473,475

売上原価 20,517,074 18,578,968

売上総利益 4,758,800 4,894,506

販売費及び一般管理費 4,223,828 4,035,884

営業利益 534,972 858,621

営業外収益   

受取利息及び配当金 23,398 18,957

不動産賃貸料 64,037 43,349

その他 15,817 27,358

営業外収益合計 103,253 89,665

営業外費用   

支払利息 114,687 104,398

その他 1,338 1,790

営業外費用合計 116,026 106,188

経常利益 522,199 842,097

特別損失   

投資有価証券評価損 28,555 38,223

固定資産除却損 834 7,378

特別損失合計 29,390 45,602

税金等調整前四半期純利益 492,809 796,495

法人税、住民税及び事業税 230,364 342,008

法人税等調整額 8,486 22,866

法人税等合計 238,851 364,875

少数株主損失（△） △1 △1

四半期純利益 253,959 431,621
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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 492,809 796,495

減価償却費 289,561 319,763

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,184 8,587

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,647 △202

受取利息及び受取配当金 △23,398 △18,957

支払利息 114,687 104,398

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89,654 45,155

固定資産除却損 834 7,378

投資有価証券評価損益（△は益） 28,555 38,223

売上債権の増減額（△は増加） △1,627,004 △1,458,459

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,482 194,932

仕入債務の増減額（△は減少） 834,379 505,879

その他 148,017 26,358

小計 341,078 569,553

利息及び配当金の受取額 23,584 19,163

利息の支払額 △106,474 △97,155

法人税等の支払額 △200,702 △337,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,486 154,166

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 △138,889 △297,874

投資有価証券の取得による支出 △7,983 △50,818

その他 5,733 △12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,139 △320,693

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） 820,000 20,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △373,900 △378,600

配当金の支払額 － △67,827

リース債務の返済による支出 － △25,169

その他 △1,253 △688

財務活動によるキャッシュ・フロー 444,846 △52,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 361,193 △218,812

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 2,698,823 2,898,551
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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) 

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) 

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

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) 

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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