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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,073 1.0 △18 ― △9 ― △21 ―
23年3月期第2四半期 2,052 △2.9 △27 ― △29 ― △30 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △20百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △35百万円 （―％）

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2四半期 △5.12 ―
23年3月期第2四半期 △7.28 ―

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

24年3月期第2四半期 3,908 1,259 32.2 301.83
23年3月期 4,047 1,292 31.9 309.65
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,259百万円 23年3月期  1,292百万円

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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 4,376 2.3 85 70.3 75 83.1 45 196.2 10.78



(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報告書の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
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．２「（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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 4,179,000 株 23年3月期 4,179,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,638 株 23年3月期 5,638 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,173,362 株 23年3月期2Q 4,173,695 株
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（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（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響から一部に持ち直しの動きが見られたものの、原子力発電所の事故による電力供給不足の影響や、長期化する円

高やデフレ、厳しい雇用環境など先行き不透明な状況が続きました。 

 食品業界におきましても、一部の食品から基準値を上回る放射能が検出されたことや、原材料価格の高騰と消費

マインドの低下が継続しており、引き続き厳しい経営環境の中で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社に対する主力の鶏肉の販売

は、前年同期と比べ堅調に推移いたしました。利益面につきましては、飼料を中心とする原材料価格の高騰の影響

があったものの、鶏卵の需給バランスの改善で余剰処理コストが減少したことや、販売費及び一般管理費が減少し

たことにより、増益となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20億73百万円(前年同期比1.0％増）、営業損失は18百万円

（前年同期は27百万円の損失）、経常損失は9百万円（前年同期は29百万円の損失）、四半期純損失は21百万円

（前年同期は30百万円の純損失）となりました。なお、当社の売上は鶏肉等の需要が秋から冬にかけて多くなるた

め、利益の大半が下半期に発生する傾向にあります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（産直畜産事業） 

主に産直型の生活協同組合及び宅配会社へ販売している鶏肉、冷凍加工食品、鶏卵で構成される産直畜産事業に

つきましては、鶏肉の販売が前年同期を上回ったため、売上高は増加いたしました。利益面につきましては、鶏卵

の需給バランスの改善による余剰処理コストの減少があったものの、飼料を中心とする原材料価格の高騰により減

益となりました。 

 この結果、産直畜産事業の売上高は、17億18百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は1億44百万円（前年同期

比4.5％減）となりました。 

  

（総合宅配事業） 

 当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、客単価の

増加や、会員数が伸長したことにより、売上高は増加いたしました。利益面につきましては、販売費及び一般管理

費の増加により、微減となりました。 

 この結果、総合宅配事業の売上高は、3億4百万円（前年同期比2.5％増）、営業損失は12百万円（前年同期は11

百万円の損失）となりました。 

  

（牛乳製造卸売事業） 

 牛乳や乳製品を生産、販売している牛乳製造卸売事業につきましては、採算性に問題のあった量販店等への卸販

売の縮小を行ったことにより売上高は減少いたしました。利益面につきましては、不採算販売の縮小の効果と、製

造を担う(有)あきかわ牛乳のコスト削減による生産性向上が増益要因となりました。 

 この結果、牛乳製造卸売事業の売上高は、27百万円（前年同期比26.5％減）、営業損失は10百万円（前年同期は

17百万円の損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、1億38百万円減少し、39億8百万円と

なりました。これは主に現金及び預金が99百万円、その他に含まれている未収入金が31百万円減少したことによる

ものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億6百万円減少し、26億48百万円となりました。これは主に、短

期借入金が1億18百万円減少したことによるものであります。  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ32百万円減少し、12億59百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年5月20日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 833,499 734,146

受取手形及び売掛金 479,594 488,750

有価証券 20,433 20,440

商品及び製品 71,270 79,437

仕掛品 264,610 254,810

原材料及び貯蔵品 63,828 57,200

その他 205,277 180,980

貸倒引当金 △754 △748

流動資産合計 1,937,760 1,815,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 689,588 674,524

土地 791,008 792,349

建設仮勘定 19,645 29,497

その他（純額） 312,245 317,514

有形固定資産合計 1,812,488 1,813,886

無形固定資産   

のれん 95,467 86,712

その他 19,596 17,654

無形固定資産合計 115,063 104,366

投資その他の資産 181,738 175,084

固定資産合計 2,109,290 2,093,337

資産合計 4,047,050 3,908,355

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 369,527 316,870

短期借入金 1,451,735 1,332,805

未払法人税等 11,886 13,608

賞与引当金 20,014 38,895

その他 210,783 227,455

流動負債合計 2,063,947 1,929,634

固定負債   

長期借入金 397,717 407,977

退職給付引当金 168,128 176,380

役員退職慰労引当金 45,872 49,608

その他 79,075 85,078

固定負債合計 690,793 719,044

負債合計 2,754,740 2,648,679



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 554,541

利益剰余金 26,184 △7,732

自己株式 △3,573 △3,573

株主資本合計 1,291,303 1,257,385

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,006 2,290

その他の包括利益累計額合計 1,006 2,290

純資産合計 1,292,309 1,259,676

負債純資産合計 4,047,050 3,908,355



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,052,200 2,073,195

売上原価 1,608,270 1,630,021

売上総利益 443,929 443,174

販売費及び一般管理費 471,515 461,176

営業損失（△） △27,585 △18,002

営業外収益   

受取利息 1,560 676

受取配当金 769 769

補填金収入 144 11,210

保険返戻金 3,200 6,643

還付消費税等 3,959 －

その他 2,662 3,718

営業外収益合計 12,295 23,018

営業外費用   

支払利息 13,660 14,937

その他 76 45

営業外費用合計 13,736 14,982

経常損失（△） △29,026 △9,966

特別利益   

固定資産売却益 373 786

貸倒引当金戻入額 200 －

その他 － 62

特別利益合計 573 849

特別損失   

固定資産売却損 207 185

固定資産除却損 1,319 734

特別損失合計 1,527 919

税金等調整前四半期純損失（△） △29,980 △10,036

法人税、住民税及び事業税 6,841 11,382

法人税等調整額 △6,422 △22

法人税等合計 419 11,360

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,399 △21,397

四半期純損失（△） △30,399 △21,397



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,399 △21,397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,962 1,283

その他の包括利益合計 △4,962 1,283

四半期包括利益 △35,361 △20,113

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △35,361 △20,113



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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（△） △29,980 △10,036

減価償却費 73,495 119,641

のれん償却額 7,223 8,754

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 208 18,881

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,094 8,251

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,390 3,736

受取利息及び受取配当金 △2,330 △1,446

支払利息 13,660 14,937

有形固定資産売却損益（△は益） △165 △601

有形固定資産除却損 1,319 734

売上債権の増減額（△は増加） △267 △9,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,007 8,261

未収入金の増減額（△は増加） 46,951 31,445

仕入債務の増減額（△は減少） △9,198 △52,657

その他 △9,334 4,219

小計 86,859 144,959

利息及び配当金の受取額 2,380 1,571

利息の支払額 △13,650 △14,904

法人税等の支払額 △9,916 △7,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,673 124,241

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △69,387 △103,158

有形固定資産の売却による収入 11,304 2,647

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

3,502 －

貸付けによる支出 △52,210 △2,450

貸付金の回収による収入 24,777 10,102

ソフトウエアの取得による支出 △3,030 △1,245

その他 △1,588 △479

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,631 △94,583

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） △50,000 △120,000

長期借入れによる収入 250,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △89,959 △88,670

自己株式の取得による支出 △409 －

配当金の支払額 △12,383 △12,370

その他 △5,230 △7,963

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,017 △129,003



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,059 △99,345

現金及び現金同等物の期首残高 653,502 853,932

現金及び現金同等物の四半期末残高 674,561 754,587



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第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） 

 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  

                      （単位:千円） 

（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、牛乳宅配事業及び物流部門等を

   含んでおります。  

  

  

 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） 

                             （単位：千円） 

（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及び品質管理費用であります。    

  

 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  

（のれんの金額の重要な変動）  

  「産直畜産事業」セグメントにおいて、新たに連結子会社とした(有)篠目三谷の株式取得に伴い、当

第２四半期連結累計期間において、のれんが52,694千円増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
産直畜産 総合宅配 牛乳製造卸売 計 

売上高             

外部顧客への売上高 1,697,216 296,888 37,072 2,031,177 21,022 2,052,200 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

48,331 1,479 28,136 77,947 118,593 196,540 

計 1,745,547 298,368 65,209 2,109,125 139,615 2,248,740 

セグメント利益又は損失

（△） 
151,600 △11,383 △17,448 122,768 △18,230 104,538 

利益 金額 

報告セグメント計 122,768 

「その他」の区分の利益 △ 18,230 

のれんの償却額 △ 7,223 

全社費用（注） △124,900 

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △ 27,585 



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  

                      （単位:千円） 

（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、牛乳宅配事業及び物流部門等を

   含んでおります。  

  

  

 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） 

                             （単位：千円） 

（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及び品質管理費用であります。    

  

 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。  

  

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
産直畜産 総合宅配 牛乳製造卸売 計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,718,189  304,299  27,254  2,049,743  23,452  2,073,195

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 49,492  1,418  29,809  80,720  120,288  201,009

計  1,767,681  305,718  57,063  2,130,463  143,741  2,274,204

セグメント利益又は損失

（△） 
 144,797  △12,565  △10,860  121,371  △6,319  115,051

利益 金額 

報告セグメント計  121,371

「その他」の区分の利益  △6,319

のれんの償却額  △8,754

全社費用（注）  △124,298

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △18,002

（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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