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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 7,245 △9.5 441 △29.3 432 △28.5 192 △36.3
21年3月期第3四半期 8,003 ― 624 ― 605 ― 302 ―

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 20.87 ―
21年3月期第3四半期 32.58 ―

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 7,724 3,174 35.9 303.99
21年3月期 7,614 3,025 34.7 286.11

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,773百万円 21年3月期  2,645百万円

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 9,000 △9.2 450 △25.9 400 △31.6 250 △19.0 26.94



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 
（注）業績予想につきましては、現時点において合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の 
業績は予想数値と異なる可能性があります。 

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 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  876,517株 21年3月期  753,681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  9,233,539株 21年3月期第3四半期  9,290,071株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の景気対策を背景に一部の業種において業績の減収幅が縮

小する等、回復の兆しがあるものの、雇用情勢や個人所得が好転するには至らず、消費者の先行き不安感からの節約

志向が依然として高く、非常に厳しい環境となりました。 

 こうしたなかで当社グループは、平成２１年３月に業務提携を行った日東富士製粉株式会社とのシナジー効果を引

き出すべく努力をいたしております。 

 一方で、外国産小麦の政府売渡価格が、平成２１年４月１日に平均で１４.８％、さらに１０月１６日に平均２３％

と二度にわたり引き下げられたことに伴い、業務用小麦粉の販売価格を改定いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、主力の小麦粉価格改定の影響と、ふすま市況の下落により売

上高が減少し、前年同四半期に比べて減収減益となりました。 

 通期の連結業績につきましては、食品業界における消費低迷の長期化も予想され、引き続き厳しい状況が続くもの

と考えております。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 製粉事業 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、二度にわたる外国産小麦の政府売渡価格引き下げに伴

い、業務用小麦粉販売価格が改定され、売上高は４６億７千３百万円（前年同四半期比５億１千６百万円減、９．

９％減）、営業利益は４億８千３百万円（前年同四半期比１億２千６百万円減、２０.８％減）となりました。 

② 食品事業 

 食品事業におきましては、夏場の天候不順から主力の乾麺が不振となり、売上高は２２億９千２百万円（前年同四

半期比２億２百万円減、８.１％減）、営業利益は１億３千１百万円（前年同四半期比３千４百万円減、２０.７％

減）となりました。 

③ 畜産事業 

 畜産事業におきましては、品質本位の黒毛和牛（いわゆる神戸牛）の生産に努めましたが、出荷頭数の減少と景気

低迷の影響により、食肉市況は依然回復の兆しも見えず、売上高は２億２千８百万円（前年同四半期比３千８百万円

減、１４.５％減）、営業損失は１千２百万円となりました。  

④ その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は５千１百万円（前年同四半期比微減）、営業利益は微増となりました。 

 当第３四半期末における総資産は７７億２千４百万円、前期末比１億９百万円増、１.４％増となりました。流動資

産は３６億３千３百万円となり、前期末比２億８百万円増、６.１％増となりました。これは主として現預金が４億５

千４百万円増、９２.２％増、原材料及び貯蔵品が前期末比１億１千６百万円減、２８.１％減、商品及び製品１億２

百万円減、７.４％減によるものであります。 

 固定資産は４０億９千１百万円となり、前期末比９千８百万円減、２.３％減となりました。有形固定資産が３５億

１千８百万円となり、前期末比６千３百万円減、１.８％減となりました。これは主として減価償却によるものであり

ます。 

 投資その他の資産は５億６千５百万円となり、前期末比３千９百万円減、６.５％減となりました。これは主として

投資有価証券が前期末比２千９百万円減、７.８％減によるものであります。 

 当第３四半期末における負債総額は、４５億５千万円で、前期末比３千８百万円減、０.８％減となりました。これ

は主として長短借入金が１億５千７百万円増、４.２％増、未払法人税等が前期末比１億２千７百万円減、８６．７％

減によるものであります。 

 当第３四半期末の純資産は、３１億７千４百万円で前期末比１億４千８百万円増、４.９％増となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期末におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動におけるキャッシュ・フローは、６億３千

３百万円の収入となりました。これは主として税金等調整前当期純利益３億８千３百万円と、減価償却費３億５百万

円によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、２億５千１百万円の支出となりました。これは主として有形固定資産の取

得２億８千万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、７千３百万円の収入となりました。これは主として長短借入金１億５千７

百万円の増加と、配当金の支払５千８百万円によるものであります。 

 この結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物残高は９億４千７百万円となり前期末比４億５千４百万円

の増加となりました。  

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



 平成２１年５月１２日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 たな卸資産の簿価切下げに関しましては、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。 

②税金費用の計算 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、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場合に、前連結会計年度決算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。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めております。

  

 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



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 947,896 493,122

受取手形及び売掛金 1,044,854 1,024,243

商品及び製品 1,270,929 1,373,187

原材料及び貯蔵品 298,298 414,944

繰延税金資産 19,439 50,079

その他 61,462 82,609

貸倒引当金 △9,860 △13,248

流動資産合計 3,633,019 3,424,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,606,662 1,528,139

機械装置及び運搬具（純額） 1,362,141 1,485,308

土地 475,104 475,104

建設仮勘定 － 15,152

その他（純額） 74,659 78,035

有形固定資産合計 3,518,567 3,581,741

無形固定資産   

その他 7,712 3,400

無形固定資産合計 7,712 3,400

投資その他の資産   

投資有価証券 348,555 378,239

長期貸付金 3,390 2,795

繰延税金資産 11,727 24,346

その他 208,233 209,957

貸倒引当金 △6,546 △10,571

投資その他の資産合計 565,360 604,767

固定資産合計 4,091,640 4,189,909

資産合計 7,724,659 7,614,846



（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 161,023 141,639

短期借入金 3,564,699 3,728,190

未払法人税等 19,592 147,188

役員賞与引当金 3,750 5,000

その他 265,368 353,457

流動負債合計 4,014,434 4,375,475

固定負債   

長期借入金 357,161 36,050

退職給付引当金 57,946 56,903

その他 120,702 120,592

固定負債合計 535,810 213,545

負債合計 4,550,244 4,589,020

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,349,009 2,211,808

自己株式 △202,323 △176,527

株主資本合計 2,714,324 2,602,918

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,153 42,534

評価・換算差額等合計 59,153 42,534

少数株主持分 400,936 380,372

純資産合計 3,174,414 3,025,825

負債純資産合計 7,724,659 7,614,846



（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 8,003,234 7,245,877

売上原価 6,392,437 5,856,386

売上総利益 1,610,796 1,389,491

販売費及び一般管理費 985,859 947,887

営業利益 624,936 441,603

営業外収益   

受取利息 131 103

受取配当金 7,350 6,366

業務受託料 － 4,631

その他 13,874 7,423

営業外収益合計 21,357 18,525

営業外費用   

支払利息 40,054 25,345

その他 1,107 2,279

営業外費用合計 41,162 27,624

経常利益 605,132 432,505

特別利益   

固定資産売却益 183 －

投資有価証券売却益 3 9,655

貸倒引当金戻入額 6,783 2,738

特別利益合計 6,970 12,393

特別損失   

固定資産売却損 1,692 554

固定資産除却損 2,581 36,556

投資有価証券評価損 － 24,300

関係会社株式評価損 3,906 －

関係会社清算損 244 －

特別損失合計 8,424 61,410

税金等調整前四半期純利益 603,678 383,487

法人税等 247,921 167,423

少数株主利益 53,084 23,385

四半期純利益 302,672 192,679



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,244,445 1,936,971

売上原価 1,742,955 1,496,013

売上総利益 501,490 440,958

販売費及び一般管理費 310,537 306,660

営業利益 190,952 134,298

営業外収益   

受取利息 △3 37

受取配当金 1,977 2,049

業務受託料 1,731 2,551

その他 1,269 1,771

営業外収益合計 4,974 6,409

営業外費用   

支払利息 13,865 8,688

その他 69 1,839

営業外費用合計 13,935 10,528

経常利益 181,992 130,179

特別利益   

投資有価証券売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 871 2,139

特別利益合計 874 2,139

特別損失   

固定資産売却損 － 554

固定資産除却損 － 8,696

投資有価証券評価損 － 24,300

関係会社清算損 244 －

特別損失合計 244 33,550

税金等調整前四半期純利益 182,622 98,767

法人税等 72,895 41,951

少数株主損失（△） △6,201 △14,885

四半期純利益 115,928 71,702



（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 603,678 383,487

減価償却費 288,639 305,864

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,783 △7,413

退職給付引当金の増減額（△は減少） 963 1,043

受取利息及び受取配当金 △7,482 △6,470

支払利息 40,054 25,345

有形固定資産売却損益（△は益） 1,508 554

有形固定資産除却損 2,581 36,556

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,655

投資有価証券評価損益（△は益） － 24,300

関係会社株式評価損 3,906 －

関係会社清算損益（△は益） 244 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,972 △15,115

売上債権の増減額（△は増加） △64,023 △20,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,266 218,904

仕入債務の増減額（△は減少） 36,012 18,797

未払債務の増減額（△は減少） △10,804 －

その他 △59,425 △40,693

小計 843,364 914,895

利息及び配当金の受取額 7,482 6,470

利息の支払額 △40,167 △25,335

法人税等の支払額 △195,092 △262,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,586 633,060

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 △115,078 △280,274

有形固定資産の売却による収入 2,807 19

有形固定資産の除却による支出 － △9,012

無形固定資産の取得による支出 △2,215 △7,309

投資有価証券の取得による支出 △454 △642

投資有価証券の売却による収入 661 44,590

貸付金の回収による収入 880 880

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,400 △251,749

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） 50,000 △200,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △113,795 △142,380

自己株式の取得による支出 △18,394 △25,795

自己株式の売却による収入 125 －

配当金の支払額 △73,889 △54,976

少数株主への配当金の支払額 △3,384 △3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,338 73,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 342,848 454,774

現金及び現金同等物の期首残高 531,881 493,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 874,729 947,896



 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） 

  （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品等 

３．追加情報 

  （前第３四半期連結累計期間） 

    当社及び国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法

の改正を契機として見直しを行い、変更しております。 

 当該変更により、当第３四半期連結累計期間において製粉事業セグメントは 31,127千円営業利益が減

少し、畜産事業セグメントは 401千円営業損失が減少しております。 

 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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため、記載しておりません。  

 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） 

 海外売上高がないため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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
製粉事業 
（千円） 

食品事業 
（千円） 

畜産事業 
（千円） 

その他の
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,190,016  2,494,361  267,787 51,068  8,003,234  － 8,003,234

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 137,419  7,593  －  81  145,094  (145,094)  －

計  5,327,435  2,501,955  267,787  51,150  8,148,328  (145,094)  8,003,234

営業利益又は営業損失（△）  610,669  165,787  △7,184  264  769,538  (144,601)  624,936

  
製粉事業 
（千円） 

食品事業 
（千円） 

畜産事業 
（千円） 

その他の
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,673,778  2,292,233  228,826  51,039  7,245,877  －  7,245,877

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 127,400  8,692  －  209  136,301  (136,301)  －

計  4,801,178  2,300,926  228,826 51,248  7,382,179  (136,301)  7,245,877

営業利益又は営業損失（△）  483,848  131,473  △12,026  650  603,945  (162,341)  441,603

事業区分 主要製品 

製粉事業  小麦粉、ふすま等の製造販売 

食品事業  素麺、冷麦、干しうどん等の製造販売 

畜産事業  肉牛の肥育及び販売 

その他の事業  その他商品等の販売 

〔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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