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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 2,607 △45.2 △71 ― △76 ― △83 ―
22年3月期第2四半期 4,755 △38.9 △53 ― △77 ― △575 ―

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 △4.32 ―
22年3月期第2四半期 △34.74 ―

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 3,888 742 19.1 38.33
22年3月期 4,319 842 19.5 43.46

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  742百万円 22年3月期  842百万円

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 0.00
23年3月期 ― 0.00
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 6,400 △21.4 55 ― 40 ― 10 ― 0.51



(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 

（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。 

(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。 

※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）３ページ「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】P.４「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  36,718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2Q 19,383,573株 22年3月期2Q 16,571,253株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、急激な円高進行や欧米の景気減速などにより株価

下落も続き、厳しい雇用情勢・所得環境に改善の兆しも見えず、引き続き低調に推移しました。 

食肉加工業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格志向が続き、市場競争激

化によるデフレの長期化など、依然として厳しい状況が続いています。 

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。販売面におきましては、消費者の

生活防衛意識の高まりによる中元ギフトの落ち込みはあったものの、発売40周年を迎えたポークソーセ

ージ・ポークウインナーの増量キャンペーンの実施や生ハムの販売を強化いたしました。 

その結果、売上高は2,607,490千円（前年同期比54.8％）営業損失は71,573千円（前年同期は営業損

失53,151千円）、経常損失は76,100千円（前年同期は経常損失77,857千円）、四半期純損失は83,669千

円（前年同期は四半期純損失575,758千円）となりました。 

  

（資産） 

流動資産の残高は、1,360,401千円となり、前連結会計年度末比351,143千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177,635千円、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が

59,411千円、その他の流動資産が66,458千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2,528,481千円となり、前連結会計年度末比78,798千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46,663千円、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33,133千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2,060,578千円となり、前連結会計年度末比295,317千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83,315千円増加したものの、買掛金が197,210千円、未払金の支払

い等によりその他が153,832千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1,085,404千円となり、前連結会計年度末比35,344千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29,706千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742,900千円となり、前連結会計年度末比99,568千円の減少となりました。これは主

に四半期純損失83,669千円計上したことによるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四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508,189千円となり、前年同

四半期連結会計期間の残高に比べ226,399千円減少しました。当第２四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110,886千円減少し、

274,023千円の支出となりました。主な増加項目は売上債権の減少額63,213千円、たな卸資産の減少額

48,172千円であり、主な減少項目は減価償却費74,713千円、仕入債務の減少額197,210千円、未払金の

減少額156,747千円です。 

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1,078,044千円減少し、

48,139千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、差入

保証金戻りによる収入63,378千円です。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出24,089千円

であります。 

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1,093,607千円増加し、

48,249千円の収入となりました。収入の主なものは、短期借入金の純増加額100,000千円であり、支出

の主なものは、長期借入金の返済による支出46,361千円です。 

  

平成23年３月期第２四半期連結累計期間業績に関しましては、本日公表しております「平成23年３月

期第２四半期累計期間業績予想との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

平成23年３月期通期の業績予想に関してましては、平成22年5月13日に公表しました業績予想に変更

はありません。 

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

(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、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 

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、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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 507,585 685,221

受取手形及び売掛金 412,660 472,071

有価証券 603 603

商品及び製品 102,958 103,791

仕掛品 24,640 28,242

原材料及び貯蔵品 253,565 297,302

その他 60,038 126,497

貸倒引当金 △1,651 △1,897

流動資産合計 1,360,401 1,711,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 846,808 868,807

機械装置及び運搬具（純額） 427,808 442,320

土地 759,720 768,720

その他（純額） 16,998 18,150

有形固定資産合計 2,051,335 2,097,998

無形固定資産 40,613 39,615

投資その他の資産   

その他 461,251 498,187

貸倒引当金 △24,718 △28,520

投資その他の資産合計 436,532 469,666

固定資産合計 2,528,481 2,607,280

資産合計 3,888,883 4,319,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 311,416 508,627

短期借入金 1,459,412 1,376,097

未払法人税等 5,352 9,394

賞与引当金 69,228 71,374

その他の引当金 － 21,401

その他 215,169 369,002

流動負債合計 2,060,578 2,355,895

固定負債   

長期借入金 289,674 319,380

退職給付引当金 702,927 697,776

その他 92,803 103,592

固定負債合計 1,085,404 1,120,749

負債合計 3,145,982 3,476,644
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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 1,534,775 1,534,775

資本剰余金 828,939 828,939

利益剰余金 △1,574,333 △1,490,664

自己株式 △11,353 △11,303

株主資本合計 778,026 861,745

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,126 △19,277

評価・換算差額等合計 △35,126 △19,277

純資産合計 742,900 842,468

負債純資産合計 3,888,883 4,319,113
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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 4,755,993 2,607,490

売上原価 3,683,673 1,835,472

売上総利益 1,072,320 772,017

販売費及び一般管理費 1,125,471 843,590

営業損失（△） △53,151 △71,573

営業外収益   

受取利息 196 178

受取配当金 4,028 4,513

業務受託料 － 14,661

その他 2,400 2,783

営業外収益合計 6,625 22,136

営業外費用   

支払利息 25,168 9,736

株式交付費 4,416 －

業務受託費用 － 14,661

その他 1,746 2,266

営業外費用合計 31,331 26,664

経常損失（△） △77,857 △76,100

特別利益   

固定資産売却益 269 8,703

投資有価証券売却益 22,347 －

賞与引当金戻入額 9,525 －

事業譲渡益 21,680 －

その他の引当金戻入額 － 2,926

その他 443 291

特別利益合計 54,266 11,921

特別損失   

固定資産処分損 2,338 2,386

投資有価証券評価損 26,847 11,682

減損損失 322,202 －

その他 212,526 2,494

特別損失合計 563,915 16,563

税金等調整前四半期純損失（△） △587,506 △80,742

法人税、住民税及び事業税 3,244 －

法人税等調整額 △14,992 －

法人税等合計 △11,747 2,926

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △83,669

四半期純損失（△） △575,758 △83,669
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,172,239 1,330,613

売上原価 1,630,362 917,747

売上総利益 541,876 412,866

販売費及び一般管理費 543,057 423,356

営業損失（△） △1,181 △10,490

営業外収益   

受取利息 155 105

受取配当金 18 22

業務受託料 － 7,615

その他 1,740 587

営業外収益合計 1,915 8,332

営業外費用   

支払利息 10,955 4,843

業務受託費用 － 6,727

その他 1,449 716

営業外費用合計 12,405 12,287

経常損失（△） △11,670 △14,446

特別利益   

固定資産売却益 269 －

賞与引当金戻入額 13,883 －

貸倒引当金戻入額 3,860 484

その他の引当金戻入額 － 2,926

その他 327 －

特別利益合計 18,341 3,410

特別損失   

固定資産処分損 1,024 2,378

投資有価証券評価損 3,637 467

退職特別加算金 17,400 －

製品自主回収関連費用 9,229 －

その他 3,144 －

特別損失合計 34,436 2,845

税金等調整前四半期純損失（△） △27,765 △13,881

法人税、住民税及び事業税 △3,974 －

法人税等調整額 4,825 －

法人税等合計 850 1,040

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △14,922

四半期純損失（△） △28,616 △14,922
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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損失（△） △587,506 △80,742

減価償却費 74,962 74,713

減損損失 322,202 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,313 △4,047

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,712 △2,145

退職給付引当金の増減額（△は減少） △81,740 5,150

受取利息及び受取配当金 △4,225 △4,691

支払利息 25,168 9,736

固定資産売却損益（△は益） △269 △8,703

投資有価証券売却損益（△は益） △22,347 －

事業譲渡損益（△は益） △21,680 －

固定資産処分損益（△は益） 2,338 2,386

投資有価証券評価損益（△は益） 26,847 11,682

その他の特別損益（△は益） 212,526 △431

売上債権の増減額（△は増加） 200,829 63,213

たな卸資産の増減額（△は増加） 151,739 48,172

仕入債務の増減額（△は減少） △219,218 △197,210

未払金の増減額（△は減少） △47,733 △156,747

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,557 △12,756

その他 △166,281 △12,185

小計 △124,856 △264,607

利息及び配当金の受取額 4,363 4,691

利息の支払額 △22,969 △7,642

法人税等の支払額 △19,675 △6,465

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,137 △274,023

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 51,000 －

有形固定資産の取得による支出 △55,322 △24,089

有形固定資産の売却による収入 1,073,777 17,703

無形固定資産の取得による支出 △400 △4,855

投資有価証券の取得による支出 △4,767 △4,615

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 852 718

差入保証金の回収による収入 － 63,378

その他 24,670 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,126,184 48,139

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） △1,388,726 100,000

長期借入金の返済による支出 △247,442 △46,391

リース債務の返済による支出 △5,051 △5,309

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 △272 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,045,358 48,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,311 △177,635

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 734,589 508,189
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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