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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 45,407 △2.5 1,353 0.3 1,225 1.4 518 6.9
21年3月期第3四半期 46,564 ― 1,349 ― 1,209 ― 484 ―

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 32.75 ―

21年3月期第3四半期 30.63 ―

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 35,040 17,338 49.5 1,095.46
21年3月期 31,278 16,910 54.1 1,068.31

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  17,338百万円 21年3月期  16,910百万円

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 10.00

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 64,821 6.5 1,714 11.2 1,709 14.2 815 79.3 51.37
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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 15,875,000株 21年3月期  15,875,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  47,114株 21年3月期  45,864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 15,828,311株 21年3月期第3四半期 15,831,221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、企業業績が厳しさを増す中、雇用情勢の悪化や個人消費の

低迷等、全体的に極めて厳しい状況が続きました。 

     当食品業界におきましても、デフレ傾向が顕著になる中、消費者の節約志向は一層高まり、企業間の販売競争

は激しさを増す等、厳しい経営環境が続いております。 

     当社グループは、このような経営環境の中で経営基盤の強化ならびに連結子会社の収益改善に努めてまいりま

した。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は454億7百万円（前年同期比2.5％減）となりましたが、

経常利益は12億2千5百万円（前年同期比1千6百万円増）、四半期純利益は5億1千8百万円（前年同期比3千3百万

円増）となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

     当社グループの基幹事業である食品事業におきましては、当社は、安全安心な商品を提供するために品質第一

主義を徹底するとともに、生産性の向上に向けたプロジェクト活動による工場損益の改善ならびにエネルギー使

用量削減等の環境問題に取り組んでまいりました。また、高品質を維持しながら消費期限の延長を実現したチル

ド弁当の販売を開始する等、新しい顧客ニーズに対応した商品の開発や当社独自の革新的な生産機器類の開発に

努めてまいりました。連結子会社におきましては、事業の再構築等を図り、当社グループの経営改善に努めてま

いりました。この結果、食品事業の売上高は429億6千2百万円（前年同期比2.6％減）となりましたが、営業利益

は12億9千7百万円（前年同期比1億6千8百万円増）となりました。 

     飲食店事業におきましては、個人消費が減退する厳しい経営環境の中、九州地区への出店ならびに運営力の改

善につとめてまいりましが、飲食店事業の売上高は15億4千2百万円（前年同期比5.5％減）、営業損失は1億1千5

百万円（前年同期は営業利益3千3百万円）となりました。 

     運送事業におきましては、新規顧客の開拓、コース再編等による事業の効率化に努めてまいりました。この結

果、運送事業の売上高は9億3百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は1億6千6百万円（前年同期比1千3百万円

減）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
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  (1)資産、負債及び総資産の状況 

   当第３四半期会計期間末における総資産は、設備投資による有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末

に比べ37億6千2百万円増加し、350億4千万円となりました。負債につきましては、借入金の増加等により、前連

結会計年度末に比べ、33億3千4百万円増加し、177億1百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金

が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億2千8百万円増加し、173億3千8百万円となりました。 

  (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現金及び現金同等物（以下「資金」という）は24億8百万円（前年同期

17億円）となりました。 

     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通りであります。 

  （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ける税金等調整前四半期純利益は11億2千8百万円（前年同期10億9千3百万円）

となり、減価償却費が14億7千9百万円（前年同期11億8千7百万円）となったこと及び法人税等の支払額が9億1千

4百万円（前年同期4億3千万円）となったこと等から、営業活動によるキャッシュ・フローは対前年同期比1億3

千1百万円の収入減となりました。 

 （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は、有形固定資産の取得による支出が37億7千8百万円（前年同期12億6千2

百万円）となったこと等から、投資活動によるキャッシュ・フローは対前年同期比23億2千1百万円の支出増とな

りました。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第３四半期連結会計期間においては、短期借入れによる収入が26億円（前年同期6億円）、長期借入れによ

る収入が20億円（前年同期は調達なし）、長短借入による支出が26億1千5百万円（前年同期16億円）となったこ

と等から、財務活動によるキャッシュ・フローは29億3千5百万円の収入増となりました。  

  

  通期の業績予想につきましては、依然として景気の先行きが不透明であること等から、平成21年5月12日付け当

社の「平成21年3月期決算短信」にて発表しました連結業績予想ならびに個別業績予想を現時点では変更いたしま

せん。  

  

 該当事項はありません。   

  

 記載すべき事項はありません。  

  

 該当事項はありません。   

２．連結財政状態に関する定性的情報

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 2,538,009 2,283,704

受取手形及び売掛金 5,774,185 5,387,386

有価証券 937 937

商品及び製品 167,497 200,515

仕掛品 17,281 15,531

原材料及び貯蔵品 369,683 403,142

繰延税金資産 238,539 272,267

その他 339,215 303,403

貸倒引当金 △1,660 △1,458

流動資産合計 9,443,688 8,865,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,436,003 22,832,603

減価償却累計額 △14,607,705 △14,059,469

建物及び構築物（純額） 8,828,297 8,773,133

機械装置及び運搬具 10,723,628 8,738,876

減価償却累計額 △6,355,153 △6,280,590

機械装置及び運搬具（純額） 4,368,474 2,458,286

土地 8,249,552 7,361,400

リース資産 662,438 190,858

減価償却累計額 △79,065 △25,281

リース資産（純額） 583,373 165,576

建設仮勘定 294,015 131,787

その他 929,150 902,234

減価償却累計額 △746,186 △742,593

その他（純額） 182,963 159,641

有形固定資産合計 22,506,677 19,049,825

無形固定資産 199,924 96,605

投資その他の資産   

投資有価証券 337,925 340,353

敷金及び保証金 1,042,400 1,339,538

繰延税金資産 186,735 228,273

その他 1,328,128 1,367,462

貸倒引当金 △4,943 △9,443

投資その他の資産合計 2,890,247 3,266,185

固定資産合計 25,596,848 22,412,615

資産合計 35,040,537 31,278,044
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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 3,117,622 2,775,683

短期借入金 5,408,935 3,825,260

未払金 3,524,271 2,441,800

リース債務 91,501 29,296

未払法人税等 192,420 578,791

賞与引当金 164,984 284,415

その他 165,077 154,883

流動負債合計 12,664,813 10,090,130

固定負債   

長期借入金 3,841,363 3,440,743

リース債務 533,253 152,449

退職給付引当金 142,629 145,468

役員退職慰労引当金 357,045 342,869

その他 162,539 195,975

固定負債合計 5,036,831 4,277,506

負債合計 17,701,644 14,367,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,541,250 6,541,250

資本剰余金 7,014,370 7,014,370

利益剰余金 3,937,845 3,577,695

自己株式 △15,570 △15,077

株主資本合計 17,477,895 17,118,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,472 45,113

為替換算調整勘定 △160,475 △252,943

評価・換算差額等合計 △139,002 △207,830

純資産合計 17,338,892 16,910,407

負債純資産合計 35,040,537 31,278,044
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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 46,564,317 45,407,521

売上原価 37,955,199 36,659,880

売上総利益 8,609,117 8,747,641

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,466,627 3,398,146

貸倒引当金繰入額 － 262

給料及び手当 1,404,201 1,514,336

賞与引当金繰入額 35,640 31,319

退職給付引当金繰入額 5,938 8,416

役員退職慰労引当金繰入額 14,307 14,359

減価償却費 58,776 82,185

支払手数料 283,561 268,053

研究開発費 461,102 503,885

その他 1,529,256 1,573,101

販売費及び一般管理費合計 7,259,412 7,394,066

営業利益 1,349,705 1,353,574

営業外収益   

受取利息 8,668 3,143

受取家賃 113,516 108,746

その他 52,039 51,571

営業外収益合計 174,224 163,461

営業外費用   

支払利息 70,891 73,381

賃貸費用 85,703 82,575

為替差損 139,994 90,991

その他 18,339 44,567

営業外費用合計 314,928 291,515

経常利益 1,209,001 1,225,520

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 604 183

賞与引当金戻入額 － 2,329

投資有価証券売却益 － 3,290

特別利益合計 604 5,802

特別損失   

固定資産除却損 13,099 50,652

固定資産売却損 662 －

投資固定資産除却損 － 3,500

投資固定資産売却損 － 10,448

減損損失 70,676 26,260

賃貸借契約解約損 19,748 11,702

その他 11,543 －

特別損失合計 115,730 102,563

税金等調整前四半期純利益 1,093,875 1,128,759

法人税、住民税及び事業税 591,265 536,067

法人税等調整額 17,680 74,250

法人税等合計 608,945 610,318

四半期純利益 484,929 518,441
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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 1,093,875 1,128,759

減価償却費 1,187,459 1,479,285

減損損失 70,676 26,260

賞与引当金の増減額（△は減少） △127,817 △119,430

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74 △2,838

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,787 14,176

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,669 △4,298

受取利息及び受取配当金 △8,668 △9,641

支払利息 70,891 73,381

固定資産除却損 13,099 50,652

固定資産売却損益（△は益） 662 －

投資固定資産除却損 － 3,500

投資固定資産売却損 － 10,448

売上債権の増減額（△は増加） △290,229 △386,729

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,944 65,660

仕入債務の増減額（△は減少） 172,963 342,314

未払金の増減額（△は減少） 301,064 379,400

未払消費税等の増減額（△は減少） 144,036 △83,629

その他 177,781 179,567

小計 2,792,041 3,146,837

利息及び配当金の受取額 8,668 9,641

利息の支払額 △69,592 △73,275

法人税等の支払額 △430,908 △914,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,300,209 2,169,103

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 △6,500 △800

定期預金の払戻による収入 6,000 4,400

有価証券の売却による収入 1,923 －

有形固定資産の取得による支出 △1,262,765 △3,778,938

投資固定資産の売却による収入 － 3,000

投資有価証券の取得による支出 △5,192 △52,493

投資有価証券の売却による収入 401 6,587

その他 △93,504 137,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,359,638 △3,680,651

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 600,000 2,600,000

短期借入金の返済による支出 △120,000 △1,070,000

長期借入れによる収入 － 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,480,460 △1,545,705

配当金の支払額 △156,694 △157,062

その他 △12,098 △60,933

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,169,253 1,766,298

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,566 3,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,249 257,904

現金及び現金同等物の期首残高 1,948,346 2,150,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,700,096 2,408,009
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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） 

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．事業区分は事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

     ３．会計処理の方法の変更 

      前第３四半期連結累計期間  

      （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

        「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」１．(1)に記載の通り、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用しております。 

        これにより、当第３四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が3,943千円減少しております。 

      （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

        「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」１．(2)に記載の通り、第１四半期

連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

        これによる損益に与える影響は軽微であります。 

     ４．追加情報 

      前第３四半期連結累計期間  

      （有形固定資産の耐用年数の変更） 

        機械装置及び運搬具については、従来、耐用年数を9年としておりましたが、法人税法の改正に伴い、第

１四半期連結会計期間より、耐用年数を10年に変更しております。 

        これにより、当第３四半期連結累計期間の食品事業の営業利益が39,639千円増加しております。  

（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〕

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業
（千円） 

運送事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

外部顧客に対する売上高  44,091,232  1,632,591  840,492  46,564,317  －  46,564,317

セグメント間の内部売上高  －  －  1,066,366  1,066,366 (1,066,366)  －

計  44,091,232  1,632,591  1,906,859  47,630,684 (1,066,366)  46,564,317

営業利益  1,129,072  33,570  179,784  1,342,427  7,278  1,349,705

  
食品事業 
（千円） 

飲食店事業
（千円） 

運送事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

外部顧客に対する売上高  42,962,019  1,542,287  903,215  45,407,521  －  45,407,521

セグメント間の内部売上高  －  －  1,116,809  1,116,809 (1,116,809)  －

計  42,962,019  1,542,287  2,020,024  46,524,331 (1,116,809)  45,407,521

営業利益又は営業損失(△)  1,297,458  △115,354  166,101  1,348,205  5,369  1,353,574

事業区分 主要な内容

食品事業 米飯、調理パン、サラダ、和風惣菜、冷凍食品の仕入・製造・販売 

飲食店事業 飲食店 

運送事業 食品関係等の配送 
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 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 平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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

21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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。 

  

〔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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