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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25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 ％

26年6月期第1四半期 3,568 △4.2 △26 △161.8 0 △99.9 41 △28.5
25年6月期第1四半期 3,726 △2.0 42 △81.3 72 △70.1 57 △62.5

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 30百万円 （△48.5％） 25年6月期第1四半期 59百万円 （△60.4％）

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

26年6月期第1四半期 7.33 ―
25年6月期第1四半期 10.25 ―

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

26年6月期第1四半期 8,470 6,242 73.7 1,111.52
25年6月期 8,129 6,282 77.3 1,118.58
（参考） 自己資本   26年6月期第1四半期  6,242百万円 25年6月期  6,282百万円

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

25年6月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26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) 7,750 △0.6 300 △7.0 369 △6.4 240 △9.3 42.74
通期 14,689 △0.7 185 △34.0 310 △24.3 195 25.1 34.83



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業務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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年6月期1Q 5,617,500 株 25年6月期 5,617,500 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 1,440 株 25年6月期 1,440 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 5,616,060 株 25年6月期1Q 5,616,060 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀による大規模な金融緩和策の影響や政府による成長戦略

に対する期待感から、円安基調や株価の上昇が見られたものの、長期化する欧州債務危機問題や米国の量的金融緩

和の縮小観測を機に新興国の景気減速感が強まり、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、国内鶏肉在庫が減少傾向にあり、鶏肉相場も回復傾向に推移しましたが、飼料

用穀物価格の高騰が続いていることから、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 億 百万円（前年同四半期比4.2％減）となりました。利益

面につきましては、営業損失 百万円（前年同四半期は 百万円の営業利益）、経常利益０百万円（前年同四半期

比99.9％減）となり、四半期純利益は 百万円（同28.5％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、主要取引先への販売数量が減少したことに加え、原材料仕入コスト増や燃料費

高騰等により、売上高は 億 百万円（前年同四半期比2.4％減）、セグメント損失は 百万円（前年同四半期は

セグメント損失 百万円）となりました。 

②外食 

外食事業におきましては、競争激化による外食店舗の販売不振等により、売上高は６億 百万円（前年同四

半期比11.5％減）、セグメント利益は 百万円（同21.7％減）となりました。   

（２）財政状態に関する説明 

 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３億40百万円増加し、84億70百万

円となりました。これは主に、棚卸資産が３億14百万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３億80百万円増加し、22億28百万

円となりました。これは主に、短期借入金が３億円、未払金が69百万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39百万円減少し、62億42百万円

となりました。これは、利益剰余金が29百万円、その他有価証券評価差額金が10百万円減少したことによるもの

であります。    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 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25年８月２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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

35 68

26 42

41

29 7 68

12

61

42

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25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 774,676 778,194

受取手形及び売掛金 1,108,038 1,175,123

製品 162,461 193,866

仕掛品 204,259 233,299

原材料及び貯蔵品 595,346 849,544

その他 694,672 471,729

貸倒引当金 △432 △412

流動資産合計 3,539,021 3,701,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 347,337 345,915

工具、器具及び備品（純額） 521,941 507,931

土地 2,765,637 2,770,445

その他（純額） 96,714 361,225

有形固定資産合計 3,731,630 3,985,519

無形固定資産 18,668 15,139

投資その他の資産   

投資その他の資産 842,789 770,536

貸倒引当金 △2,306 △2,066

投資その他の資産合計 840,483 768,470

固定資産合計 4,590,782 4,769,128

資産合計 8,129,803 8,470,472

負債の部   

流動負債   

買掛金 384,427 267,367

短期借入金 － 300,000

未払金 934,121 1,003,350

未払法人税等 31,712 45,030

賞与引当金 － 121,659

その他 106,105 96,277

流動負債合計 1,456,366 1,833,685

固定負債   

社債 40,800 40,800

退職給付引当金 193,175 195,842

役員退職慰労引当金 104,718 104,793

その他 52,727 52,960

固定負債合計 391,421 394,396

負債合計 1,847,787 2,228,082
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 5,331,956 5,302,907

自己株式 △1,087 △1,087

株主資本合計 6,211,578 6,182,529

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,437 59,860

その他の包括利益累計額合計 70,437 59,860

純資産合計 6,282,016 6,242,390

負債純資産合計 8,129,803 8,470,472
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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24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 3,726,181 3,568,706

売上原価 2,679,766 2,650,815

売上総利益 1,046,415 917,890

販売費及び一般管理費 1,004,252 943,928

営業利益又は営業損失（△） 42,163 △26,037

営業外収益   

受取利息 676 1,191

持分法による投資利益 24,237 5,182

受取家賃 4,714 6,570

為替差益 － 6,862

その他 6,287 6,829

営業外収益合計 35,916 26,635

営業外費用   

支払利息 1,905 458

為替差損 1,077 －

その他 2,496 75

営業外費用合計 5,480 534

経常利益 72,599 64

特別利益   

投資有価証券売却益 － 27,294

特別利益合計 － 27,294

税金等調整前四半期純利益 72,599 27,358

法人税、住民税及び事業税 64,414 42,633

法人税等調整額 △49,403 △56,427

法人税等合計 15,011 △13,793

少数株主損益調整前四半期純利益 57,587 41,151

四半期純利益 57,587 41,151
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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24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 57,587 41,151

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,734 △10,576

その他の包括利益合計 1,734 △10,576

四半期包括利益 59,322 30,575

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,322 30,575
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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。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年７月１日 至平成25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損失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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  2,978,645  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

  （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  2,907,173  661,533  3,568,706  －  3,568,706

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 61  －  61  △61  －

計  2,907,234  661,533  3,568,767  △61  3,568,706

セグメント利益又は損失（△）  △68,930  42,098  △26,832  795  △26,037

795
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