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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24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 ％

25年6月期第1四半期 3,726 △2.0 42 △81.3 72 △70.1 57 △62.5
24年6月期第1四半期 3,802 6.5 225 504.8 242 237.4 153 241.2

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 59百万円 （△60.4％） 24年6月期第1四半期 149百万円 （236.0％）

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

25年6月期第1四半期 10.25 ―
24年6月期第1四半期 27.36 ―

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

25年6月期第1四半期 8,654 6,048 69.9 1,077.04
24年6月期 8,582 6,059 70.6 1,078.98
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  6,048百万円 24年6月期  6,059百万円

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

24年6月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 7,819 △2.4 304 △26.6 347 △25.6 215 △25.1 38.35
通期 14,880 △2.2 288 △23.7 368 △25.2 221 △32.2 39.41



(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 

(注)当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当し
ております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くださ
い。 

(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 
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、添付資料２ペー
ジ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年6月期1Q 5,617,500 株 24年6月期 5,617,500 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 1,440 株 24年6月期 1,440 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 5,616,060 株 24年6月期1Q 5,616,060 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景に回復の兆しが見られるもの

の、長期化する円高や欧州債務問題等による海外経済の減速感が強まり、外需の景気牽引力も脆弱なことから、依

然として先行き不透明な状況で推移しております。 

 また、鶏肉業界におきましては、鶏肉相場の低迷が継続していることや、国内在庫の充足、飼料価格の高騰な

ど、依然として厳しい状況が続いております。  

 こうしたなか、当社グループの業績は、売上高は37億26百万円（前年同四半期比2.0％減）となりました。利益

面につきましては、営業利益は42百万円（同81.3％減）、経常利益は72百万円（同70.1％減）となり、四半期純利

益は57百万円（同62.5％減）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。 

①鶏肉関連 

 鶏肉関連事業におきましては、国内鶏肉相場の回復が見られなかったものの、当社製品である「薩摩ハーブ悠然

どり」を使用した加工食品の新商品開発が奏功し新規顧客による販路が拡大いたしました。 

 以上のことから、売上高は29億78百万円（前年同四半期比0.4％増）、セグメント損失は12百万円（前年同四半

期はセグメント利益１億58百万円）となりました。 

②外食 

 外食事業におきましては、ケンタッキーフライドチキン店舗の売上が減少したことに加え、店舗改修等による設

備投資の影響もあり、売上高は７億47百万円（前年同四半期比10.4％減）、セグメント利益は53百万円（同18.7％

減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ71百万円増加し、86億54百万円とな

りました。これは、投資その他の資産が58百万円減少したものの、棚卸資産が１億29百万円増加したこと等による

ものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ82百万円増加し、26億５百万円とな

りました。これは未払法人税等が33百万円減少したものの、賞与引当金が１億18百万円増加したこと等によるもの

であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比べ10百万円減少し、60億48百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金が12百万円減少したことによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成24年８月３日に公表しました業績予想と変更は

ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,407,312 1,321,533

受取手形及び売掛金 1,300,546 1,225,162

製品 196,482 170,540

仕掛品 176,384 170,493

原材料及び貯蔵品 734,342 895,981

その他 186,926 285,494

貸倒引当金 △767 △827

流動資産合計 4,001,227 4,068,379

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 345,705 333,345

工具、器具及び備品（純額） 431,324 431,235

土地 2,759,987 2,759,987

その他（純額） 66,944 147,561

有形固定資産合計 3,603,961 3,672,130

無形固定資産 36,849 32,371

投資その他の資産   

投資その他の資産 944,435 885,053

貸倒引当金 △3,956 △3,472

投資その他の資産合計 940,478 881,580

固定資産合計 4,581,289 4,586,082

資産合計 8,582,517 8,654,461

負債の部   

流動負債   

買掛金 360,963 393,909

1年内返済予定の長期借入金 24,250 9,000

未払金 974,234 977,026

未払法人税等 91,739 58,224

賞与引当金 － 118,509

その他 154,922 175,416

流動負債合計 1,606,108 1,732,085

固定負債   

社債 499,800 499,800

退職給付引当金 188,703 182,493

役員退職慰労引当金 107,370 97,841

その他 120,929 93,515

固定負債合計 916,804 873,650

負債合計 2,522,913 2,605,735
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 452,370 452,370

資本剰余金 428,340 428,340

利益剰余金 5,141,203 5,128,590

自己株式 △1,087 △1,087

株主資本合計 6,020,826 6,008,213

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38,777 40,512

その他の包括利益累計額合計 38,777 40,512

純資産合計 6,059,604 6,048,725

負債純資産合計 8,582,517 8,654,461
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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23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 3,802,575 3,726,181

売上原価 2,554,796 2,679,766

売上総利益 1,247,778 1,046,415

販売費及び一般管理費 1,022,348 1,004,252

営業利益 225,430 42,163

営業外収益   

受取利息 852 676

持分法による投資利益 25,596 24,237

その他 8,149 11,001

営業外収益合計 34,599 35,916

営業外費用   

支払利息 2,254 1,905

為替差損 14,259 1,077

その他 1,012 2,496

営業外費用合計 17,525 5,480

経常利益 242,504 72,599

特別損失   

固定資産除却損 407 －

特別損失合計 407 －

税金等調整前四半期純利益 242,096 72,599

法人税、住民税及び事業税 134,001 64,414

法人税等調整額 △45,583 △49,403

法人税等合計 88,417 15,011

少数株主損益調整前四半期純利益 153,678 57,587

四半期純利益 153,678 57,587
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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23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 153,678 57,587

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,058 1,734

その他の包括利益合計 △4,058 1,734

四半期包括利益 149,620 59,322

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 149,620 59,322
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 該当事項はありません。 

 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23年７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 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

２．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24年７月１日 至平成24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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

２．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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

（注）２ 鶏肉関連 外食 計 

売上高          

外部顧客への売上高  2,968,080  834,494  3,802,575  － 3,802,575

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 89  －  89  △89 －

計  2,968,170  834,494  3,802,664  △89 3,802,575

セグメント利益  158,432  66,202  224,635  795 225,430

795

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

（注）２ 鶏肉関連 外食 計 

売上高          

外部顧客への売上高  2,978,645  747,536  3,726,181  － 3,726,181

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 58  －  58  △58 －

計  2,978,704  747,536  3,726,240  △58 3,726,181

セグメント利益又は損失（△）  △12,428  53,796  41,368  795 42,163

795
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