
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 林兼産業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2286 URL http://www.hayashikane.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 橋本 鉄志
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部 総務部長 （氏名） 田中 支朗 TEL 083-266-0210
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 25,839 1.0 106 △77.4 89 △77.3 △53 ―
22年3月期第2四半期 25,594 △9.7 470 54.0 393 153.8 △12 ―

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2四半期 △0.60 ―
22年3月期第2四半期 △0.14 ―

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2四半期 31,030 5,176 15.1 52.52
22年3月期 29,553 5,362 16.4 54.40

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,676百万円 22年3月期  4,844百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 51,500 △0.1 280 △70.7 150 △78.8 △20 ― △0.22



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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、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いません。 

※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およ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。業績予想の背景等については、四半期決算短信【添付資料】４ページ「１.当四半期
決算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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 89,100,000株 22年3月期  89,100,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  59,383株 22年3月期  58,473株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 89,041,236株 22年3月期2Q 89,047,181株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、円高の進行により景気の回復基調は鈍り、設備投

資、雇用・所得情勢は依然として低水準に止まりました。食品業界におきましては、個人消費が

低調に推移するなか、宮崎県における口蹄疫や九州西岸における赤潮の発生などが水・畜産業に

影響を及ぼすなど、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなか当社グループは、昨年４月にスタートさせた中期経営計画「プラス２０

１２」に掲げた重点戦略、事業別戦略を推進し、収益力と企業体質の強化に取り組んでまいりま

した。 

当社グループの水産・畜産食品事業におきましては、お客様に安全と安心が得られる商品とサ

ービスを提供するため、国際規格の食品安全マネジメントシステム「ＩＳＯ２２０００：２００

５」の取得に取り組み、一昨年の都城地区での認証取得に引き続き、本年８月に、下関・美祢地

区の当社グループ各食品工場で新たに認証を取得いたしました。 

また、飼料事業におきましては、配合飼料単独による安定的なマグロ養殖の実現に向け事業展

開を進めており、本年５月、下関飼料工場にソーセージ型配合飼料「ツナ・フード」の専用製造

ラインを新設し、生産体制の強化を図りました。 

当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、豚肉と食肉加工品の売上が低調に推移

したものの、牛肉や水産調理食品の販売数量の増加、情報処理事業（その他の事業）における増

収もあり 258 億 39 百万円（前年同期比 1.0％増加）となりました。損益面におきましては、養魚

用飼料の主原料である魚粉の価格高騰などが利益を圧迫し、営業利益１億６百万円（前年同期比

77.4％減少）、経常利益 89 百万円（前年同期比 77.3％減少）となりました。純損益は、飼料事業

の取引先に対する貸倒引当金繰入額 36 百万円、固定資産廃棄損 25 百万円の計上などがあり、四

半期純損失 53 百万円（前年同期四半期純損失 12 百万円）となりました。 

 

当第２四半期連結累計期間の各部門の業績は、次のとおりです。 

 

①水産食品事業 

魚肉ねり製品におきましては、消費低迷の市場を反映して国内生産量は減少いたしました。こ

うしたなか、当社は主力製品であるＭソーセージの拡販対策を積極的に実施して販売数量を伸ば

したものの、消費者の低価格志向から販売単価が下落し、減収となりました。 

 機能性食品におきましては、機能性食品素材であるカツオエラスチンの生理的効果の発表や、

高齢者向けソフト食「ソフミート」の調理法の普及など拡販に努めた結果、増収となりました。 

 水産調理食品におきましては、拡販に努め販売数量を伸ばしたことで、増収となりました。 

 

②畜産食品事業 

 ハム・ソーセージ等食肉加工品におきましては、消費者の買い控えや円高による輸入加工品の

増加を背景に、国内生産量は増加傾向から横ばいに転じました。こうしたなか、当社は新規取引

先の開拓に努めたものの、ＯＥＭ（相手先ブランド供給）製品などの販売数量が低迷したことで、

減収となりました。 

 肉類におきましては、消費低迷により豚肉、牛肉ともに国内生産量は減少いたしました。こう

したなか、当社は牛肉では販売数量を伸ばしたものの、宮崎県で発生した口蹄疫の影響で自社ブ

ランド「霧島黒豚」を中心とする豚肉の販売数量が減少し、単価下落もあり、減収となりました。 

 調理食品におきましては、景気低迷の影響があったものの、調理冷凍品の拡販に努めたことで

販売数量を伸ばし、増収となりました。 
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③飼料事業 

 養魚用飼料におきましては、魚粉価格の高騰によるメーカー各社の値上げのなか、養殖魚の在

池量減少や安価な生餌への切り替えにより配合飼料の需要が減り、国内生産量は前年を下回りま

した。こうしたなか、当社は昨年に続く九州西岸での赤潮発生の影響を受け、ハマチ用ＥＰ飼料

などの販売数量が減少したものの、販売単価の上昇により、増収となりました。 

 水産物におきましては、加工品である天草産養殖ぶり「うまかぶり」ブランドの確立を図った

ものの、赤潮発生などによる在池量の減少から、活魚の取り扱い量を減らし、減収となりました。 

 畜産用飼料におきましては、口蹄疫の影響もあり国内生産量は減少いたしました。こうしたな

か、当社は採卵鶏、ブロイラー用の販売数量を伸ばしたものの、値下げの影響もあり、減収とな

りました。 

 畜産物におきましては、鶏肉「赤鶏さつま」を中心とした販売に取り組んだ結果、鶏肉の販売

数量の増加により、増収となりました。 

 

 なお、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）および「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、当社の事業部を基礎とした

商品および製品別の報告セグメントとしたことにより、従来の「食料品事業」については「水産

食品事業」、「畜産食品事業」に区分して記載しております。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産等の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ 14 億 77 百万円増加し、純資

産が 1億 86 百万円減少した結果、自己資本比率は 15.1％となりました。 

変動の主なものは、受取手形及び売掛金が 12 億９百万円、商品及び製品が４億 23 百万円増加

し、負債では短期借入金が４億 23 百万円、支払手形及び買掛金が 10 億 39 百万円増加しました。 

 

②連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フローは減少したものの、

財務活動によるキャッシュ・フローの増加により、前連結会計年度末に比べ１億４百万円増加の

20 億 15 百万円(前期末比 5.4％増加)となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は７億 54 百万円となりました。

これは主に仕入債務の増加が９億 76 百万円、減価償却費が３億 80 百万円あったものの、売上債

権の増加が 14 億 68 百万円、たな卸資産の増加が７億 30 百万円あったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は 97 百万円となりました。これ

は主に定期預金の払戻による収入が５億 36 百万円あったものの、定期預金の預入による支出が４

億１百万円、有形固定資産の取得による支出が２億 19 百万円あったことなどによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は９億 55 百万円となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出が 10 億 38 百万円あったものの、短期借入金の純増加額

が６億 51 百万円、長期借入れによる収入が 14 億 19 百万円あったことなどによるものです。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、景気の改善ペースが緩やかになったことで、個人消費の回復が

遅れるなど、当社グループにおいても厳しい経営環境が続くことが予想されます。つきましては、

当第２四半期連結累計期間の業績の状況などを踏まえ、通期の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成 22 年 11 月９日に発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 なお、連結子会社株式会社林兼デリカ（熊本県菊池郡菊陽町）について、同社の主要販売先で

ある株式会社マルハニチロ食品（東京都千代田区）より株式譲受の申出があったことを受け、平

成 22 年 10 月１日、今後の当社グループ生産部門の効率化による企業価値の向上を目的として、

その株式の全量を譲渡いたしました。これにより、同社は第３四半期連結会計期間より当社の連

結子会社から除外されます。 

 

２．その他の情報 

 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年３

月 10 日公表分）および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第 24 号 平成 20 年３月 10 日）を適用しております。 

これによる経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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）および「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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益および経常利益が 90 千円減少し、税金等調

整前四半期純利益が 4,791 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は 5,367 千円であります。 

 

③表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく財

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,297,732 2,578,288

受取手形及び売掛金 6,714,860 5,505,499

商品及び製品 1,948,066 1,525,037

仕掛品 1,717,655 1,581,342

原材料及び貯蔵品 1,554,204 1,383,127

その他 267,724 260,141

貸倒引当金 △152,742 △126,561

流動資産合計 14,347,500 12,706,875

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,809,013 3,893,765

土地 5,240,005 5,241,394

その他（純額） 2,865,352 2,933,156

有形固定資産合計 11,914,371 12,068,317

無形固定資産 41,117 43,394

投資その他の資産

その他 5,884,420 5,848,937

貸倒引当金 △1,157,016 △1,114,512

投資その他の資産合計 4,727,404 4,734,424

固定資産合計 16,682,893 16,846,136

資産合計 31,030,393 29,553,012

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,041,167 3,001,876

短期借入金 12,612,882 12,188,925

未払法人税等 74,226 67,349

賞与引当金 472,452 282,110

その他 1,599,129 1,754,664

流動負債合計 18,799,857 17,294,925

固定負債

長期借入金 4,507,206 4,148,720

退職給付引当金 1,587,677 1,653,248

資産除去債務 5,367 －

その他 953,915 1,093,646

固定負債合計 7,054,166 6,895,615

負債合計 25,854,024 24,190,541
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 4,455,000 4,455,000

資本剰余金 797,309 797,309

利益剰余金 △693,614 △640,063

自己株式 △6,204 △6,117

株主資本合計 4,552,490 4,606,127

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 124,298 237,883

評価・換算差額等合計 124,298 237,883

少数株主持分 499,580 518,460

純資産合計 5,176,368 5,362,471

負債純資産合計 31,030,393 29,553,012
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 25,594,398 25,839,791

売上原価 21,567,807 22,288,644

売上総利益 4,026,591 3,551,146

販売費及び一般管理費 3,555,622 3,444,584

営業利益 470,968 106,561

営業外収益

受取配当金 19,982 46,906

設備賃貸料 － 51,814

その他 131,826 120,636

営業外収益合計 151,809 219,357

営業外費用

支払利息 200,061 190,258

その他 29,074 46,420

営業外費用合計 229,135 236,678

経常利益 393,641 89,239

特別利益

固定資産売却益 － 770

投資有価証券売却益 2,994 －

投資有価証券償還益 2,000 －

受取保険金 1,517 2,221

その他 72 155

特別利益合計 6,584 3,148

特別損失

固定資産廃棄損 － 25,417

貸倒引当金繰入額 289,711 36,977

その他 84,870 6,311

特別損失合計 374,582 68,705

税金等調整前四半期純利益 25,643 23,682

法人税、住民税及び事業税 28,270 70,667

法人税等調整額 △26,024 11,083

法人税等合計 2,245 81,751

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △58,069

少数株主利益又は少数株主損失（△） 35,500 △4,519

四半期純損失（△） △12,102 △53,550
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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利益 25,643 23,682

減価償却費 361,328 380,718

持分法による投資損益（△は益） △25,832 △28,745

有形固定資産売却損益（△は益） △72 △770

有形固定資産廃棄損 6,147 25,417

投資有価証券売却損益（△は益） △2,994 121

投資有価証券評価損益（△は益） 5,021 －

ゴルフ会員権評価損 69,361 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 408,678 68,685

賞与引当金の増減額（△は減少） 222,714 190,341

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,529 △65,570

受取利息及び受取配当金 △23,307 △48,581

支払利息 200,061 190,258

売上債権の増減額（△は増加） △1,729,267 △1,468,623

たな卸資産の増減額（△は増加） △243,687 △730,417

仕入債務の増減額（△は減少） 615,884 976,647

未払消費税等の増減額（△は減少） 78,201 △71,041

その他 △90,964 13,462

小計 △61,553 △544,414

利息及び配当金の受取額 23,307 48,581

利息の支払額 △201,510 △190,522

法人税等の支払額 △764 △68,150

営業活動によるキャッシュ・フロー △240,520 △754,506

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 △315,402 △401,302

定期預金の払戻による収入 394,000 536,200

有形固定資産の取得による支出 △301,005 △219,870

有形固定資産の売却による収入 602 1,622

投資有価証券の取得による支出 △105,417 △2,942

投資有価証券の売却による収入 72,046 252

その他 17,624 △11,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,553 △97,060

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） 589,000 651,000

長期借入れによる収入 1,101,900 1,419,800

長期借入金の返済による支出 △1,072,141 △1,038,560

リース債務の返済による支出 △30,906 △67,262

少数株主への配当金の支払額 △9,150 △9,150

その他 △222 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー 578,479 955,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 430 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,835 104,139

現金及び現金同等物の期首残高 2,017,643 1,911,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,118,478 2,015,298
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該当事項はない。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類および現に採用している売上集計区分を勘案して区分している。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
  

（追加情報） 

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）を適用している。 

  

１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 

 当社グループは、主に当社の各事業部が取り扱う商品及び製品について国内及び海外の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開している。 

 従って、当社は、当社の事業部を基礎とした商品及び製品別セグメントから構成されており、「水産食

品事業」、「畜産食品事業」及び「飼料事業」の３つを報告セグメントとしている。 

 「水産食品事業」は魚肉ハム・ソーセージ、機能性食品等の製造販売及び仕入販売を行っている。「畜

産食品事業」は畜肉ハム・ソーセージ、豚肉、牛肉等の製造販売及び仕入販売を行っている。「飼料事

業」は畜産用飼料、養魚用飼料、活魚、稚魚、鶏卵、鶏肉等の製造販売及び仕入販売を行っている。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

食料品事業 
(千円)

飼料事業
(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

12,810,717 11,881,015 902,666 25,594,398 ― 25,594,398

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

15,100 716,810 211,513 943,425 (943,425) ―

計 12,825,818 12,597,825 1,114,180 26,537,824 (943,425) 25,594,398

   営業利益 360,481 604,481 110,425 1,075,388 (604,419) 470,968

事業区分 売上区分 主要製品等

食料品事業
食肉加工品および肉類 畜肉ハム・ソーセージ、豚肉、牛肉 ほか

魚肉ねり製品 魚肉ハム・ソーセージ ほか

飼料事業
配合飼料 家畜用配合飼料、養魚用配合飼料

水産物および畜産物 活魚、稚魚、鶏卵、鶏肉 ほか

その他の事業 その他 情報処理業、冷蔵倉庫業、不動産賃貸 ほか

【セグメント情報】
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２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)    「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、情報処理事業及び冷

蔵倉庫事業を含んでいる。 

  

３.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。 

  

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はない。 

  

 該当事項はない。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注)

合計

水産食品事業 畜産食品事業 飼料事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,721,334 9,061,368 11,872,885 24,655,588 1,184,202 25,839,791

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

53,552 48,242 711,434 813,228 219,765 1,032,994

計 3,774,886 9,109,611 12,584,319 25,468,817 1,403,968 26,872,785

セグメント利益 173,929 192,074 285,178 651,182 84,427 735,610

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 651,182

「その他」の区分の利益 84,427

セグメント間取引消去 6,847

全社費用(注) △635,896

四半期連結損益計算書の営業利益 106,561

(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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