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(％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率) 
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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 1,276 (△50.6) △61 (－) △61 (－) △68 (－)
22年３月期第１四半期 2,583 (△32.2) △59 (－) △73 (－) △547 (－)

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

23年３月期第１四半期 △3 55 － －
22年３月期第１四半期 △37 84 － －

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 4,124 775 18.8 40 03

22年３月期 4,319 842 19.5 43 46

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 775百万円  22年３月期 842百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─── 0 00 ─── 0 00 0 00

23年３月期 ───

23年３月期(予想) 0 00 ─── 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

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

第２四半期(累計) 3,100 △34.8 △50 （－） △57 （－） △73 （－） △3 76

通期 6,400 △21.4 55 （－） 40 （－） 10 （－） 0 51



 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半

期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してお

ります。 

  

・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条件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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。
 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 19,420,000株 22年３月期 19,420,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 36,538株 22年３月期 35,778株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 19,383,702株 22年３月期１Ｑ 14,460,705株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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(1） 連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧州での財政危機など今後の景気回復への不安材

料はあるものの、アジアなどの新興国の経済成長などを背景に、輸出企業を中心に緩やかな回復をみせ

ておりますが、雇用環境や所得水準はいまだに低迷していることから厳しい環境が続いております。 

このような経営環境のなか、当社グループは、神奈川県を中心とした関東地域に、営業・物流拠点を

集約し、営業力の強化と物流効率の向上に取り組んでまいりました。しかしながら、販売費及び一般管

理費の削減に一定の効果はあったものの、市場低迷により、食肉加工品の主力商品の販売強化の効果は

十分とは言えませんでした。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高1,276,876千円（前年同四半期比

50.6％減）、経常損失61,846千円（前年同四半期は経常損失73,962千円）、四半期純損失68,746千円

（前年同四半期は四半期純損失547,141千円）となりました。 

なお、当社グループは、食肉加工品の製造・販売、食肉及び総菜の販売から構成される単一セグメン

トとなっております。 

  

(2） 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産の残高は、1,553,960千円となり、前連結会計年度末比157,873千円の減少となりました。仕

入債務等の支払いにより現金及び預金が131,668千円、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が

20,109千円減少したことによるものであります。 

固定資産の残高は2,570,120千円となり、前連結会計年度末比37,159千円の減少となりました。これ

は減価償却費の計上及び土地の売却等により有形固定資産が23,325千円、投資有価証券評価損の計上等

により投資その他の資産が11,124千円減少したことによるものであります。 

（負債） 

流動負債の残高は2,237,220千円となり、前連結会計年度末比118,674千円の減少となりました。これ

は運転資金調達により短期借入金が90,001千円増加したものの、季節要因により買掛金が98,344千円、

未払金の支払い等によりその他が118,289千円減少したことによるものであります。 

固定負債の残高は1,110,868千円となり、前連結会計年度末比9,880千円の減少となりました。これは

主に長期借入金の返済により14,853千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

純資産の残高は775,991千円となり、前連結会計年度末比66,477千円の減少となりました。これは主

に四半期純損失68,746千円計上したことによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は554,156千円となり、前連結

会計年度末の残高に比べ131,667千円減少しました。当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フロ

ーの状況は次のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ48,940千円減少し、

239,238千円の支出となりました。主な増加項目は減価償却費36,952千円、賞与引当金の増加額28,149

千円であり、主な減少項目は未払金の減少額149,639千円、仕入債務の減少額98,344千円です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ1,088,069千円減少し、

35,103千円の収入となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入17,703千円です。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ912,512千円増加し、

72,467千円の収入となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額100,000千円です。 

  

(3） 連結業績予想に関する定性的情報 

現時点では平成22年５月13日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。 

  

②税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 

  
  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

②税金費用の計算方法の変更 

税金費用については、従来、原則的な方法により計算しておりましたが、親子会社間の会計処理の統

一を目的として、当社の親会社であるエア・ウォーター株式会社が採用する会計処理に合わせて、当第

１四半期連結会計期間より、連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更し

ております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 553,553 685,221

受取手形及び売掛金 451,962 472,071

有価証券 603 603

商品及び製品 109,988 103,791

仕掛品 43,879 28,242

原材料及び貯蔵品 264,529 297,302

その他 131,533 126,497

貸倒引当金 △2,089 △1,897

流動資産合計 1,553,960 1,711,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 855,637 868,807

機械装置及び運搬具（純額） 441,960 442,320

土地 759,720 768,720

その他（純額） 17,354 18,150

有形固定資産合計 2,074,673 2,097,998

無形固定資産 36,906 39,615

投資その他の資産   

その他 483,306 498,187

貸倒引当金 △24,765 △28,520

投資その他の資産合計 458,541 469,666

固定資産合計 2,570,120 2,607,280

資産合計 4,124,081 4,319,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 410,282 508,627

短期借入金 1,466,098 1,376,097

未払法人税等 5,203 9,394

賞与引当金 99,523 71,374

その他の引当金 5,401 21,401

その他 250,712 369,002

流動負債合計 2,237,220 2,355,895

固定負債   

長期借入金 304,527 319,380

退職給付引当金 705,985 697,776

その他 100,356 103,592

固定負債合計 1,110,868 1,120,749

負債合計 3,348,089 3,476,644
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,534,775 1,534,775

資本剰余金 828,939 828,939

利益剰余金 △1,559,411 △1,490,664

自己株式 △11,346 △11,303

株主資本合計 792,956 861,745

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,965 △19,277

評価・換算差額等合計 △16,965 △19,277

純資産合計 775,991 842,468

負債純資産合計 4,124,081 4,319,113
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,583,754 1,276,876

売上原価 2,055,774 917,725

売上総利益 527,980 359,150

販売費及び一般管理費 587,726 420,425

営業損失（△） △59,745 △61,274

営業外収益   

受取利息 40 72

受取配当金 4,009 4,490

業務受託料 － 7,045

その他 659 2,195

営業外収益合計 4,709 13,804

営業外費用   

支払利息 14,212 4,892

株式交付費 4,416 －

業務受託費用 － 7,934

その他 297 1,549

営業外費用合計 18,926 14,376

経常損失（△） △73,962 △61,846

特別利益   

固定資産売却益 － 8,703

投資有価証券売却益 22,347 －

事業譲渡益 21,680 －

特別利益合計 44,027 8,703

特別損失   

固定資産処分損 1,313 8

投資有価証券評価損 23,210 11,215

減損損失 322,202 －

その他 183,079 2,494

特別損失合計 529,806 13,717

税金等調整前四半期純損失（△） △559,740 △66,861

法人税、住民税及び事業税 7,218 －

法人税等調整額 △19,817 －

法人税等合計 △12,598 1,885

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △68,746

四半期純損失（△） △547,141 △68,746
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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損失（△） △559,740 △66,861

減価償却費 39,630 36,952

減損損失 322,202 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,547 △3,563

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,961 28,149

退職給付引当金の増減額（△は減少） △87,914 8,208

受取利息及び受取配当金 △4,050 △4,563

支払利息 14,212 4,892

有形固定資産売却損益（△は益） － △8,703

投資有価証券売却損益（△は益） △22,347 －

投資有価証券評価損益（△は益） 23,210 11,215

事業譲渡損益（△は益） △21,680 －

固定資産処分損益（△は益） 1,313 8

その他の特別損益（△は益） 183,079 2,494

売上債権の増減額（△は増加） △46,819 23,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,701 10,940

仕入債務の増減額（△は減少） △15,562 △98,344

未払金の増減額（△は減少） 47,537 △149,639

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,304 △1,173

その他 △43,270 △27,509

小計 △162,086 △233,633

利息及び配当金の受取額 4,188 4,563

利息の支払額 △11,705 △4,977

法人税等の支払額 △20,694 △5,191

営業活動によるキャッシュ・フロー △190,298 △239,238

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 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △25,861 △2,366

有形固定資産の売却による収入 1,073,507 17,703

無形固定資産の取得による支出 △400 －

投資有価証券の取得による支出 △2,421 △2,417

投資有価証券の売却による収入 36,000 －

事業譲渡による収入 4,873 －

貸付けによる支出 △4,500 －

貸付金の回収による収入 318 309

その他 △8,343 21,874

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,123,172 35,103
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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） △1,285,953 100,000

長期借入金の返済による支出 △147,559 △24,852

リース債務の返済による支出 △2,510 △2,638

社債の償還による支出 △20,000 －

株式の発行による収入 616,133 －

その他 △156 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △840,044 72,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,829 △131,667

現金及び現金同等物の期首残高 816,900 685,824

現金及び現金同等物の四半期末残高 909,730 554,156
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当社グループは、食肉加工品の製造・販売、食肉及び総菜の販売から構成される単一の事業を営んで

おり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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

（追加情報）

(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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