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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 2,371 △9.0 △26 ― △29 ― △41 ―
23年3月期第2四半期 2,607 △45.2 △71 ― △76 ― △83 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △36百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △99百万円 （―％）

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 △2.14 ―
23年3月期第2四半期 △4.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,680 542 14.7
23年3月期 3,513 578 16.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  542百万円 23年3月期  578百万円

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

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  ：  有  
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成23年11月10日）に公表いたしました「平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想と実績との差異並びに通
期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 5,124 △2.2 28 ― 21 ― 60 ― 3.09



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
・平成23年５月12日に公表しました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
・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。 

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 19,420,000 株 23年3月期 19,420,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 36,938 株 23年3月期 36,938 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,383,062 株 23年3月期2Q 19,383,573 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、東日本大震災による直接的な被害や原発事故によ

る放射能汚染の影響もあり、震災からの回復が見られ始めましたものの、世界的な金融市場の混乱から

海外経済の減速と急激な円高の進展などにより景気は極めて厳しい状況となりました。 

食肉業界におきましても、震災の影響により一時的な引き合いの増加があったものの、消費者の低価

格志向や競争激化による販売価格の下落が続くなか、東日本大震災の影響による原材料・資材類の供給

不安定や世界的食糧不足による原材料の高騰、風評被害などによる需要の低迷があり、依然として厳し

い状況で推移いたしました。 

このような経営環境の中、当社グループでは被災した白河工場の復旧に努めるとともに、生産効率の

向上、主要アイテムの拡販や新規得意先の開拓に努めてまいりましたが、白河工場被災により商品の供

給が滞り、その間に失った売り場の回復が遅れたことにより、売上高は前年同四半期を下回りました。

一方、生産効率の向上や諸経費のコストダウンを進めたことにより、売上原価、販売費及び一般管理費

は前年同四半期より減少しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は2,371,652千円（前年同四半期比9.0％減）、

営業損失は26,469千円（前年同四半期は営業損失71,573千円）、経常損失は29,646千円（前年同四半期

は経常損失76,100千円）、四半期純損失は41,450千円（前年同四半期は四半期純損失83,669千円）とな

りました。 

なお、当社グループは、食品事業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りま

す。 

  

連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し業績予想の見

直しを行った結果、平成23年５月12日に公表いたしました平成24年３月期通期連結業績予想を修正いた

しました。 

なお、詳細につきましては、本日（平成23年11月10日）公表いたしました「平成24年３月期第２四半

期累計期間の業績予想と実績との差異並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

  

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

（２）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。 

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四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。 

  

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

（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
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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）

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 432,022 497,590

受取手形及び売掛金 349,996 366,915

有価証券 603 604

商品及び製品 64,626 134,151

仕掛品 22,626 31,349

原材料及び貯蔵品 146,886 214,870

その他 56,379 57,381

貸倒引当金 △829 △889

流動資産合計 1,072,312 1,301,973

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 815,664 785,694

機械装置及び運搬具（純額） 406,812 374,267

土地 754,480 754,480

その他（純額） 14,086 12,036

有形固定資産合計 1,991,044 1,926,478

無形固定資産 31,222 28,489

投資その他の資産   

投資有価証券 365,088 373,358

その他 78,674 66,493

貸倒引当金 △24,741 △16,526

投資その他の資産合計 419,022 423,324

固定資産合計 2,441,288 2,378,293

資産合計 3,513,600 3,680,266

負債の部   

流動負債   

買掛金 309,579 347,424

短期借入金 1,259,412 1,409,412

未払法人税等 9,970 6,616

賞与引当金 59,781 58,472

災害損失引当金 70,780 12,885

その他 175,926 206,313

流動負債合計 1,885,449 2,041,123

固定負債   

長期借入金 259,968 330,262

退職給付引当金 705,934 692,715

その他 83,827 74,013

固定負債合計 1,049,729 1,096,990

負債合計 2,935,179 3,138,114
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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 1,534,775 1,534,775

資本剰余金 828,939 828,939

利益剰余金 △1,727,748 △1,769,199

自己株式 △11,363 △11,363

株主資本合計 624,602 583,151

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △46,181 △40,999

その他の包括利益累計額合計 △46,181 △40,999

純資産合計 578,421 542,152

負債純資産合計 3,513,600 3,680,266
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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 2,607,490 2,371,652

売上原価 1,835,472 1,631,966

売上総利益 772,017 739,686

販売費及び一般管理費 843,590 766,155

営業損失（△） △71,573 △26,469

営業外収益   

受取利息 178 113

受取配当金 4,513 4,131

業務受託料 14,661 14,661

その他 2,783 1,615

営業外収益合計 22,136 20,522

営業外費用   

支払利息 9,736 8,225

業務受託費用 14,661 14,150

その他 2,266 1,323

営業外費用合計 26,664 23,699

経常損失（△） △76,100 △29,646

特別利益   

固定資産売却益 8,703 －

その他の引当金戻入額 2,926 －

その他 291 －

特別利益合計 11,921 －

特別損失   

固定資産処分損 2,386 7,852

投資有価証券評価損 11,682 485

その他 2,494 －

特別損失合計 16,563 8,338

税金等調整前四半期純損失（△） △80,742 △37,984

法人税等 2,926 3,465

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △83,669 △41,450

四半期純損失（△） △83,669 △41,450
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 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（△） △83,669 △41,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,849 5,181

その他の包括利益合計 △15,849 5,181

四半期包括利益 △99,518 △36,268

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △99,518 △36,268

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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（△） △80,742 △37,984

減価償却費 74,713 75,908

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,047 △8,153

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,145 △1,308

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,150 △13,219

受取利息及び受取配当金 △4,691 △4,245

支払利息 9,736 8,225

固定資産売却損益（△は益） △8,703 －

固定資産処分損益（△は益） 2,386 7,852

投資有価証券評価損益（△は益） 11,682 485

その他の特別損益（△は益） △431 －

売上債権の増減額（△は増加） 63,213 △8,698

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,172 △146,232

仕入債務の増減額（△は減少） △197,210 37,844

未払金の増減額（△は減少） △156,747 1,200

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,756 691

その他 △12,185 2,311

小計 △264,607 △85,322

利息及び配当金の受取額 4,691 4,245

利息の支払額 △7,642 △8,476

災害損失の支払額 － △33,927

法人税等の支払額 △6,465 △6,471

営業活動によるキャッシュ・フロー △274,023 △129,952

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 △24,089 △17,536

有形固定資産の売却による収入 17,703 －

無形固定資産の取得による支出 △4,855 △1,450

投資有価証券の取得による支出 △4,615 △4,596

貸付金の回収による収入 718 4,278

差入保証金の回収による収入 63,378 261

その他 △100 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,139 △19,192

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） 100,000 150,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △46,391 △29,706

リース債務の返済による支出 △5,309 △5,581

その他 △50 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 48,249 214,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △177,635 65,568

現金及び現金同等物の期首残高 685,824 432,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 508,189 498,194
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成22年４月に営業拠点の統廃合により遊休資産となっていた下記の土地・建物につきまし

て、資産の効率活用のため譲渡いたしました。 

①譲渡資産の内容 

所在地：神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目２番地11 

土 地：1,100.49㎡ 

建 物： 457.18㎡ 

現 況：遊休資産 

②譲渡の時期 

物件引渡し日：平成23年11月９日 

③譲渡先 

譲渡先の意向により、開示いたしません。 

なお、譲渡先と当社グループとの資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

④譲渡価額 

143,000千円 

⑤損益に与える影響 

当該固定資産の譲渡が税金等調整前四半期純損益に与える影響は軽微ですが、第３四半期連結会

計期間において、圧縮記帳積立金に係る繰延税金負債の取崩しにより法人税等調整額（貸方）が

53,097千円発生する予定であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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