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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 7,301 0.9 159 △1.7 171 10.3 127 ―
23年3月期第1四半期 7,234 △4.8 162 △17.6 155 △23.4 △83 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 138百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △70百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.66 ―
23年3月期第1四半期 △4.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 17,826 4,561 25.6
23年3月期 17,385 4,472 25.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,560百万円 23年3月期  4,471百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 14,780 0.1 340 3.2 340 9.2 140 ― 8.24
通期 29,700 0.1 620 △4.8 600 △2.4 250 124.8 14.71



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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
四半期レビューの手続は終了しておりません。 

※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及び合理的で判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
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、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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 17,000,000 株 23年3月期 17,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 296,796 株 23年3月期 296,501 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,703,351 株 23年3月期1Q 16,952,500 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～６月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災

により、企業の営業活動や個人消費の減退などから厳しい状況が続くとともに、原発事故収束の見通

しがたたない等、先行き不透明な環境が続いております。 

当業界におきましては、国内食肉相場の回復が一部で見られたものの、消費者の節約志向や市場競

争激化による加工食品価格の下落が続く等、依然として厳しい環境で推移しました。 

このような状況のなか、当社グループは、コンプライアンスを重視した社員教育の実施及び経営理

念の浸透を図ってまいりました。さらに、当社グループ全体のスキルアップを目的とするイノベーシ

ョンに取り組んでまいりました。販売に関しましては、「ソースが決めてのおいしいハンバーグ」の

販売強化を図るとともに、当社のブランド商品であります「ロマンティック街道シリーズ」のキャン

ペーンとして平成23年６月より当社ホームページでクローズド懸賞を実施するなど、商品のアピール

に努めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、73億１百万円(前年同四半期比0.9％増)とな

りました。利益につきましては、営業利益は１億59百万円(前年同四半期比1.7％減)、経常利益は１

億71百万円(前年同四半期比10.3％増)、四半期純利益は１億27百万円(前年同期は83百万円の四半期

純損失)となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。  

  

加工食品事業  

加工食品事業につきましては、消費者の節約志向や市場競争激化により加工食品価格の下落が続く

なか、「ソースが決めてのおいしいハンバーグ」が好調に推移しました。 

  その結果、売上高は34億54百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

  

食肉事業 

食肉事業につきましては、国内食肉相場の回復が一部で見られたものの消費者の節約志向等の影響

もあり国内食肉は前年を下回りました。輸入ミートにつきましては販売強化を図ったこともあり前年

を上回りました。    

  その結果、売上高は38億46百万円（前年同期比0.0％増）となりました。 

  

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
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（資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億41百万円増加の178億26

百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億69百万円増加の82億86百万円となりました。主な要因

は、現金及び預金１億74百万円、商品及び製品１億60百万円及び原材料及び貯蔵品81百万円の増加等

によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少の95億39百万円となりました。主な要因は、有

形固定資産の減価償却実施額等38百万円の減少等によるものであります。 

（負債の部) 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億52百万円の増加の132億

65百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億73百万円増加の96億72百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金３億18百万円、未払金２億70百万円等の増加と賞与引当金１億７百万円の減

少等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億20百万円減少の35億93百万円となりました。主な要因

は、長期借入金１億32百万円の減少等によるものであります。 

（純資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ88百万円増加の45億61百万

円となりました。主な要因は、四半期純利益による利益剰余金77百万円の増加とその他有価証券評価

差額金10百万円の増加等によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしまし

た業績予想の変更はしておりません。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

（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

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月

４日)を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,485,814 3,659,837

受取手形及び売掛金 2,948,263 2,931,512

商品及び製品 884,119 1,044,177

仕掛品 49,136 65,990

原材料及び貯蔵品 315,979 397,408

繰延税金資産 106,179 153,169

その他 34,659 41,341

貸倒引当金 △6,524 △6,521

流動資産合計 7,817,628 8,286,915

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,613,691 2,573,520

機械装置及び運搬具（純額） 432,148 421,002

土地 3,350,829 3,350,427

リース資産（純額） 293,904 309,917

その他 38,173 35,573

有形固定資産合計 6,728,747 6,690,442

無形固定資産

電話加入権 21,201 21,201

その他 2,526 2,642

無形固定資産合計 23,727 23,843

投資その他の資産

投資有価証券 1,487,723 1,514,044

出資金 85,067 85,067

敷金及び保証金 132,551 131,935

保険積立金 20,428 20,597

繰延税金資産 1,009,809 997,138

その他 264,922 262,197

貸倒引当金 △185,476 △185,398

投資その他の資産合計 2,815,025 2,825,582

固定資産合計 9,567,500 9,539,868

資産合計 17,385,129 17,826,783
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,312,981 2,631,065

短期借入金 5,857,350 5,854,850

未払金 451,872 722,226

未払費用 86,738 89,464

未払法人税等 128,931 139,146

賞与引当金 216,843 109,206

リース債務 72,962 79,564

その他 70,792 46,669

流動負債合計 9,198,472 9,672,192

固定負債

長期借入金 1,466,500 1,334,100

退職給付引当金 1,766,515 1,767,673

役員退職慰労引当金 215,926 216,581

リース債務 225,390 235,126

その他 40,060 40,108

固定負債合計 3,714,393 3,593,589

負債合計 12,912,865 13,265,782

純資産の部

株主資本

資本金 2,691,370 2,691,370

資本剰余金 1,503,937 1,503,937

利益剰余金 298,158 376,029

自己株式 △73,862 △73,932

株主資本合計 4,419,603 4,497,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,675 62,607

その他の包括利益累計額合計 51,675 62,607

少数株主持分 984 989

純資産合計 4,472,263 4,561,001

負債純資産合計 17,385,129 17,826,783
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 7,234,196 7,301,343

売上原価 5,825,622 5,888,233

売上総利益 1,408,573 1,413,110

販売費及び一般管理費 1,246,062 1,253,427

営業利益 162,511 159,682

営業外収益

受取利息及び配当金 13,322 12,357

不動産賃貸料 4,898 16,307

その他 8,407 13,604

営業外収益合計 26,628 42,269

営業外費用

支払利息 32,907 29,775

その他 478 318

営業外費用合計 33,385 30,094

経常利益 155,755 171,858

特別利益

固定資産売却益 － 4,822

収用補償金 － 38,570

特別利益合計 － 43,392

特別損失

投資有価証券評価損 145,312 －

固定資産除却損 139 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,656 －

特別損失合計 161,107 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△5,352 215,251

法人税、住民税及び事業税 131,544 133,264

法人税等調整額 △53,607 △45,998

法人税等合計 77,936 87,265

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△83,288 127,985

少数株主利益 3 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △83,292 127,980
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△83,288 127,985

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13,085 10,932

その他の包括利益合計 13,085 10,932

四半期包括利益 △70,203 138,918

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,206 138,913

少数株主に係る四半期包括利益 3 4
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
  

２．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) 

 
(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り、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

  

３．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 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

合計

加工食品事業 食肉事業

売上高

  外部顧客への売上高 3,388,179 3,846,017 7,234,196

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 3,388,179 3,846,017 7,234,196

セグメント利益 177,732 106,740 284,473

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 284,473

全社費用(注) △121,961

四半期連結損益計算書の営業利益 162,511

(単位：千円)

報告セグメント

合計

加工食品事業 食肉事業

売上高

  外部顧客への売上高 3,454,821 3,846,522 7,301,343

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 3,454,821 3,846,522 7,301,343

セグメント利益 185,540 87,347 272,888
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２．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) 

 
(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り、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

  

３．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 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 272,888

全社費用(注) △113,205

四半期連結損益計算書の営業利益 159,682

（５）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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