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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3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6月期第3四半期 10,993 △2.7 333 9.5 383 12.2 227 24.1
21年6月期第3四半期 11,300 ― 305 ― 341 ― 182 ―

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6月期第3四半期 40.44 ―
21年6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6月期第3四半期 8,521 5,295 62.1 942.85
21年6月期 8,247 5,171 62.7 920.77

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  5,295百万円 21年6月期  5,171百万円

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  
平成21年６月期期末配当金の内訳 
普通配当 12円50銭 創立60周年記念配当2円50銭 

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6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
12.50 12.50

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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 14,588 △1.5 400 △7.4 444 △13.9 275 △11.2 49.08
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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  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） 

(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の見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な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。なお、業績に関する事項は、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 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6月期第3四半期 5,617,500株 21年6月期  5,617,500株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  1,365株 21年6月期  1,365株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 5,616,135株 21年6月期第3四半期 5,616,135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、中国を始めとするアジア経済の好調や政府の経済対策等の効果

を背景に、景気は一部持ち直しの動きが見られたものの、企業の設備過剰感は依然として高水準にあり、大幅なデフ

レの影響など、依然として厳しい状況で推移いたしました。また、企業の人件費抑制の継続など雇用情勢が厳しい状

況の中、個人消費の低迷は一層の厳しさをみせております。 

 鶏肉業界におきましては、家計消費の割合が高まる中、食肉の中でも安価で日本人の嗜好に合うもも肉への需要の

高まりから、当該相場が昨年12月から堅調に推移したものの、むね肉は業務・加工用需要が不振であることから在庫

が増加した為、単価が低迷いたしました。その結果、国内鶏肉相場（荷受市場でのもも肉とむね肉相場の単純合算金

額）は、前年同期に比べ軟調に推移いたしました。一方、飼料用穀物につきましては、主原料であるとうもろこし相

場が、収穫の遅れによる早霜被害を警戒したことにより上昇したものの、円高傾向にあること等から、前年同期に比

べ弱含みの市況環境で推移いたしました。 

 鶏肉事業につきましては、消費者の食肉に対する「安全・安心」ニーズが高まる中、当社の「薩摩ハーブ悠然ど

り」は抗生物質・抗菌製剤無投与飼育した健康な鶏であることから、その品質優位性を多くのお取引先から支持され

たことにより、鶏肉製品の需要が増加いたしましたが、国内鶏肉相場の低迷を主因に減収となりました。 

 一方、前期に投資した 新鋭の肥育農場の稼動や種鶏農場の飼育環境をコントロールする鶏舎環境制御システムを

改良したこと等により生産性が向上いたしました。さらに当四半期に肥育農場を１農場稼動させたことで、生産量は

増加いたしました。 

 以上の結果、売上高は109億93百万円（前年同期比2.7％減）と減収となり、営業利益３億33百万円（同9.5％

増）、経常利益３億83百万円（同12.2％増）、四半期純利益は２億27百万円（同24.1％増）とそれぞれ増益となりま

した。 

 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鶏肉 

 上述の要因により、製造原価の低減に向けた取組みが、鶏肉相場の低迷を吸収出来ず、売上高は82億40百万円

（前年同期比8.4％減）、営業利益は３億48百万円（同2.4％減）となりました。 

②加工食品 

 当社の強みは、種鶏飼育、雛生産、ブロイラー飼育、鶏肉・加工食品製造までの一貫した事業運営体制、「イン

テグレーション」を構築しているところにあり、この体制構築の利点を活かし、主として、もも肉以外の低価格な

鶏肉を原料とした加工食品の製造を行った結果、原価率の低減に繋がりました。 

 この結果、売上高は７億40百万円（前年同期比15.3％減）、営業利益は40百万円（同916.8％増）となりまし

た。 

③外食 

 上半期のキャンペーンは好調であったものの、当四半期では、消費者の節約意識・低価格志向が強まる中、既存

店ベースでの売上は苦戦いたしました。一方では近年、大型商業施設内に新規出店したことにより、売上の増加に

繋がりました。しかしながら、コスト削減を一層強化し、収益基盤の効率化を図りましたが、新規出店後間もない

店舗の初期投資コストが回収しきれず減益となりました。また、当四半期に２店舗（ピザハット）を新規出店いた

しました。 

 この結果、売上高は22億円（前年同期比27.3％増）、営業利益は１億35百万円（同4.4％減）となりました。 

④その他 

 既存顧客を含めた需要が減退しているため、販路の拡大に努めておりますが、販売数量を伸ばせず減収減益とな

りました。 

 この結果、売上高は69百万円（前年同期比18.3％減）、営業利益は19百万円（同13.7％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）財政状態の変動状況  

 当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億73百万円増加し、85億21百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が３億４百万円減少したものの、有形固定資産が１億26百万

円、無形固定資産が37百万円、長期貸付金３億60百万円、敷金及び保証金が31百万円増加したことによるもの

であります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億49百万円増加し、32億26百

万円となりました。これは主に、持分法適用に伴う負債が25百万円減少したものの、未払金が１億31百万円増

加したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億23百万円増加し、52億95

百万円となりました。これは主に、利益剰余金が１億42百万円増加したことによるものであります。 

（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。）の残高は７億64百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して３億87百万円減少いたしました。 

 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） 

 営業活動による資金収支は、４億58百万円の資金増加（前年同期は14億13百万円の資金増加）となりました。

これは、法人税等の支払額が１億85百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が３億76百万円、減価償却

費が２億85百万円増加したこと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） 

 投資活動による資金収支は、６億64百万円の資金減少（前年同期は６億３百万円の資金減少）となりました。

これは、収用補償金の受取額が79百万円があったものの、貸付けによる支出が４億９百万円、有形固定資産及び

無形固定資産の取得による支出が２億78百万円、敷金及び保証金の差入による支出が43百万円があったこと等に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金収支は、１億81百万円の資金減少（前年同期は２億64百万円の資金減少）となりました。

これは、長期借入金の返済による支出97百万円及び配当金の支払額84百万円によるものであります。 

 当第３四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成22年１月29日に公表しました業績予想と変更はあ

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
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 該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度以降に経営環境及び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

ングを使用しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,190,358 1,494,726

受取手形及び売掛金 1,087,501 1,058,618

製品 241,889 228,748

仕掛品 232,611 192,240

原材料及び貯蔵品 497,411 513,705

その他 180,587 184,026

貸倒引当金 △692 △721

流動資産合計 3,429,666 3,671,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 468,040 494,004

工具、器具及び備品（純額） 572,372 608,419

土地 2,759,552 2,758,696

その他（純額） 311,181 123,694

有形固定資産合計 4,111,146 3,984,815

無形固定資産 72,284 34,830

投資その他の資産 908,408 556,917

固定資産合計 5,091,840 4,576,563

資産合計 8,521,506 8,247,907

負債の部   

流動負債   

買掛金 398,553 328,831

1年内償還予定の社債 － 499,800

1年内返済予定の長期借入金 111,000 127,250

未払金 1,042,718 911,637

未払法人税等 63,434 83,536

賞与引当金 87,564 －

その他 313,954 254,952

流動負債合計 2,017,225 2,206,007

固定負債   

社債 499,800 －

長期借入金 140,500 221,250

退職給付引当金 240,012 261,439

役員退職慰労引当金 94,044 127,826

その他 234,758 260,195

固定負債合計 1,209,115 870,711

負債合計 3,226,340 3,076,719
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 452,370 452,370

資本剰余金 428,340 428,340

利益剰余金 4,375,306 4,232,442

自己株式 △1,034 △1,034

株主資本合計 5,254,981 5,112,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,195 57,963

繰延ヘッジ損益 △10 1,107

評価・換算差額等合計 40,184 59,071

純資産合計 5,295,166 5,171,188

負債純資産合計 8,521,506 8,247,907
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,300,377 10,993,909

売上原価 8,276,118 7,627,875

売上総利益 3,024,259 3,366,033

販売費及び一般管理費 2,719,137 3,032,064

営業利益 305,121 333,969

営業外収益   

受取利息 2,206 2,006

受取配当金 2,434 1,975

持分法による投資利益 － 25,057

為替差益 41,517 －

その他 20,905 32,378

営業外収益合計 67,064 61,419

営業外費用   

支払利息 12,018 9,362

為替差損 － 15

持分法による投資損失 17,862 －

その他 1,009 2,981

営業外費用合計 30,890 12,359

経常利益 341,295 383,028

特別利益   

収用補償金 － 37,283

特別利益合計 － 37,283

特別損失   

固定資産除却損 2,016 314

固定資産売却損 29 －

固定資産圧縮損 － 37,283

減損損失 － 6,519

特別損失合計 2,045 44,117

税金等調整前四半期純利益 339,249 376,194

法人税、住民税及び事業税 209,161 162,119

法人税等調整額 △52,874 △13,031

法人税等合計 156,287 149,088

四半期純利益 182,962 227,106
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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 339,249 376,194

減価償却費 205,876 285,608

減損損失 － 6,519

賞与引当金の増減額（△は減少） 87,834 87,564

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,089 △21,427

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,193 △33,782

受取利息及び受取配当金 △4,641 △3,982

支払利息 12,018 9,362

持分法による投資損益（△は益） 17,862 △25,057

固定資産圧縮損 － 37,283

収用補償金 － △37,283

売上債権の増減額（△は増加） 6,065 △28,882

たな卸資産の増減額（△は増加） 752,919 △37,216

その他の流動資産の増減額（△は増加） 270,062 10,441

仕入債務の増減額（△は減少） △32,500 69,722

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,525 △54,994

その他 △26,855 △34,466

小計 1,664,520 605,603

利息及び配当金の受取額 4,354 4,107

利息の支払額 △11,593 △9,215

その他の収入 20,526 31,999

その他の支出 △1,009 △2,981

法人税等の還付額 － 14,555

法人税等の支払額 △262,844 △185,356

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,413,954 458,711

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 △303,000 △409,000

定期預金の払戻による収入 77,800 326,000

有形固定資産の取得による支出 △397,676 △228,742

無形固定資産の取得による支出 － △50,238

貸付けによる支出 △65,700 △475,610

貸付金の回収による収入 108,510 128,360

敷金及び保証金の差入による支出 － △43,866

収用補償金の受取額 － 79,410

その他 △23,632 8,707

投資活動によるキャッシュ・フロー △603,698 △664,978

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △194,500 △97,000

社債の発行による収入 － 499,800

社債の償還による支出 － △499,800

配当金の支払額 △70,145 △84,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,645 △181,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 545,609 △387,368

現金及び現金同等物の期首残高 576,046 1,151,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,121,656 764,358
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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７月１日 至 平成21年３月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

（1）事業区分の方法…製品の種類別区分によっております。 

（2）各区分に属する主要な製品の名称 

① 鶏肉事業  …鶏肉の非加工品 

② 加工食品事業…鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品 

③ 外食事業  …ケンタッキーフライドチキン店舗とピザハット店舗のＦＣ事業 

④ その他の事業…シラスバルーン（複合材）、ゼオライト（土壌改良剤、飼料原料等）及び無化学肥料減農薬野菜 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、管理部門に係る費用であります。 

当第３四半期連結会計期間    千円 

当第３四半期連結累計期間  千円 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成22年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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７月１日 至平成21年３月31日） 

 海外売上高はないため、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７月１日 至平成22年３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。 

 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〕

  
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業
（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  8,646,497 874,291 1,727,929 51,659  11,300,377  － 11,300,377

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 345,330 183 － 33,383  378,896 (378,896) －

計  8,991,827 874,474 1,727,929 85,042  11,679,274 (378,896) 11,300,377

営業利益  356,722 3,983 141,791 22,063  524,560 (219,438) 305,121

  
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業
（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  8,003,868 740,370 2,200,423 49,247  10,993,909  － 10,993,909

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 236,710 206 － 20,198  257,115 (257,115) －

計  8,240,579 740,576 2,200,423 69,445  11,251,024 (257,115) 10,993,909

営業利益  348,083 40,501 135,575 19,030  543,190 (209,221) 333,969

65,977

213,159

〔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

６．その他の情報

－ 10 －

株式会社アクシーズ（１３８１）平成22年６月期　第３四半期決算短信

－ 10 －


