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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 3,322 1.9 26 23.0 42 152.3 26 ―
23年3月期第3四半期 3,261 △2.2 21 △65.4 16 △66.8 1 △96.0

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 26百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1百万円 （―％）

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3四半期 6.24 ―
23年3月期第3四半期 0.44 ―

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3四半期 3,967 1,306 32.9 313.02
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3四半期  1,306百万円 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3Q 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3Q 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3Q 4,173,362 株 23年3月期3Q 4,173,584 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

響による景気の落ち込みから緩やかな回復基調で推移してきたものの、欧州の債務危機に伴う世界の景気減速懸念

の高まりや円高の長期化の影響等により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。 

 食品業界におきましては、食品の放射能汚染に対する不安が続いていることもあり、消費者の食品の安心・安全

に対する関心はさらに高まっております。 

 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、牛乳の不採算販売の縮小効果等

により増益となりました。 

 以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、33億22百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は26百万円

（前年同期比23.0％増）、経常利益は42百万円（前年同期比152.3％増）、四半期純利益は26百万円（前年同期は1

百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 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、27億56百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益は2億50百万円（前年同期

比4.3％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、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、4億86百万円（前年同期比3.6％増）、営業損失は11百万円（前年同期は8

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、40百万円（前年同期比28.4％減）、営業損失は14百万円（前年同期は

22百万円の損失）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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、79百万円減少し、39億67百万円と 

なりました。これは主に現金及び預金が1億56百万円、仕掛品が52百万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93百万円減少し、26億60百万円となりました。これは主に、借入

金が1億43百万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14百万円増加し、13億6百万円となりました。 

     

（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 833,499 676,867

受取手形及び売掛金 479,594 648,306

有価証券 20,433 20,444

商品及び製品 71,270 64,414

仕掛品 264,610 211,645

原材料及び貯蔵品 63,828 73,411

その他 205,277 189,628

貸倒引当金 △754 △714

流動資産合計 1,937,760 1,884,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 689,588 669,159

土地 791,008 792,925

建設仮勘定 19,645 21,086

その他（純額） 312,245 325,987

有形固定資産合計 1,812,488 1,809,159

無形固定資産   

のれん 95,467 82,335

その他 19,596 16,637

無形固定資産合計 115,063 98,973

投資その他の資産 181,738 175,109

固定資産合計 2,109,290 2,083,242

資産合計 4,047,050 3,967,246

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 369,527 352,399

短期借入金 1,451,735 1,257,849

未払法人税等 11,886 13,256

賞与引当金 20,014 12,442

その他 210,783 266,968

流動負債合計 2,063,947 1,902,915

固定負債   

長期借入金 397,717 448,068

退職給付引当金 168,128 180,506

役員退職慰労引当金 45,872 50,222

その他 79,075 79,159

固定負債合計 690,793 757,957

負債合計 2,754,740 2,660,872



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 39,727

自己株式 △3,573 △3,573

株主資本合計 1,291,303 1,304,845

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 1,528

その他の包括利益累計額合計 1,006 1,528

純資産合計 1,292,309 1,306,374

負債純資産合計 4,047,050 3,967,246



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,261,767 3,322,908

売上原価 2,538,306 2,595,628

売上総利益 723,461 727,280

販売費及び一般管理費 702,274 701,210

営業利益 21,186 26,069

営業外収益   

受取利息 1,745 859

受取配当金 946 972

補填金収入 1,724 25,277

保険返戻金 3,200 6,372

還付消費税等 4,357 －

その他 4,901 5,104

営業外収益合計 16,875 38,586

営業外費用   

支払利息 20,994 21,749

その他 88 62

営業外費用合計 21,082 21,812

経常利益 16,979 42,844

特別利益   

固定資産売却益 952 1,027

貸倒引当金戻入額 73 －

その他 － 62

特別利益合計 1,026 1,089

特別損失   

固定資産売却損 2,125 767

固定資産除却損 1,740 1,104

特別損失合計 3,865 1,872

税金等調整前四半期純利益 14,140 42,061

法人税、住民税及び事業税 10,738 15,557

法人税等調整額 1,561 441

法人税等合計 12,299 15,998

少数株主損益調整前四半期純利益 1,840 26,062

四半期純利益 1,840 26,062



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,840 26,062

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,629 522

その他の包括利益合計 △3,629 522

四半期包括利益 △1,788 26,584

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,788 26,584



  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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）       

（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３四半期連結累計期間において、のれんが53,509千円増加しております。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 2,701,964 470,232 56,553 3,228,751 33,016 3,261,767 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

76,762 2,290 41,889 120,942 189,637 310,580 

計 2,778,727 472,522 98,443 3,349,693 222,654 3,572,348 

セグメント利益又は損失

（△） 
261,960 △8,798 △22,345 230,816 △16,522 214,293 

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計 230,816      

「その他」の区分の利益 △ 16,522      

のれんの償却額 △ 11,602      

全社費用（注）   △181,504      

四半期連結損益計算書の営業利益 21,186      



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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） 

（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  2,756,118  486,989  40,487  3,283,596  39,312  3,322,908

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 81,170  2,186  46,093  129,450  194,792  324,242

計  2,837,288  489,176  86,581  3,413,046  234,105  3,647,151

セグメント利益又は損失

（△） 
 250,677  △11,182  △14,102  225,392  △6,620  218,771

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  225,392

「その他」の区分の利益  △6,620

のれんの償却額  △13,132

全社費用（注）  △179,569

四半期連結損益計算書の営業利益  26,069

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー11: ㈱秋川牧園（1380）　平成24年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


