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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策及び日銀の金融政策を背景に企業収益や雇用

情勢に改善傾向が見られたものの、消費増税による景気下振れ等の懸念があり、依然として先行き不透明な状況で

推移いたしました。

当業界におきましては、新興国の食肉需要の増加や豚流行性下痢(ＰＥＤ)の発生等により輸入原料の現地価格が

高騰したことにより、原料高・製品安の構造が続く中、本年４月の消費増税の影響もあり、厳しい状況で推移いた

しました。

このような状況の中で、当社グループは新商品を中心に売上の拡大を図るとともに、生産ラインの見直しによる

製品の歩留り管理改善や労働時間の短縮及び商品の統廃合を推進し、生産性の向上に努めてまいりました。また、

食肉部門については、原料価格の高騰に対応するため計画仕入の実施、輸入ブランド肉の仕入力強化及び国産牛・

豚肉の生産者との取組強化を図ってまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、ハム・ソーセージ類の食肉加工品の売上が好調に推移したこ

とや食肉相場の上昇もあったことから、149億93百万円（前年同期比1.7％増）となり増加いたしました。

損益面につきましては、原材料価格の高騰や電力料金及び物流費用等の増加の影響がありましたが、前期の価格

改定等を行った効果やコスト削減を推進した結果、業績は回復傾向となりました。この結果、営業利益１億46百万

円（前年同期１億75百万円の営業損失）、経常利益１億70百万円（前年同期１億43百万円の経常損失）、四半期純利

益１億26百万円（前年同期１億84百万円の四半期純損失）となりました。

部門別の概況は次のとおりです。

食肉加工品部門

食肉加工品部門につきましては、ローストビーフや生ハム類の売上と新商品のソーセージの売上が好調に推移し

たことから、この部門の売上高は増加いたしました。この結果、この部門の売上高は、64億12百万円（前年同期比

7.9％増）となりました。

惣菜その他加工品部門

惣菜その他加工品部門につきましては、ハンバーグ等の既存商品の売上高が低調に推移したため、売上高は減少

しました。この結果、この部門の売上高は16億11百万円（前年同期比20.3％減）となりました。

食 肉 部 門

食肉部門につきましては、輸入牛肉及び輸入豚肉はブランド商品の拡販に努め売上高は増加いたしました。国産

牛肉及び国産豚肉につきましては、相場の上昇がありましたが販売不振のため、売上は減少いたしました。この結

果、この部門の売上高は69億17百万円（前年同期比2.7％増）となりました。

そ の 他 部 門

その他部門につきましては、外食部門等の売上高は51百万円（前年同期比2.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ６億48百万円増加し118億63百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ３億75百万円増加し92億68百万円となりまし

た。これは主に買掛金及び未払消費税が増加したことによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ２億72百万円増加し25億94百万円となりま

した。これは主に利益剰余金とその他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ５億74百万円増加し15億65百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、６億76百万円（前年同期27百万円の支出）
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となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上と仕入債務の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、49百万円（前年同期比58.5％減）となり

ました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果支出した資金は、53百万円（前年同期０百万円の収入）と

なりました。これは主にその他の支出（リース債務の返済）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

現時点において、平成26年５月13日に公表した通期の業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)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

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

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重

平均割引率へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が67,501千円減少し、利益剰余金が同額増加

しております。なお、当第２四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。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,223,373 1,797,445

受取手形及び売掛金 2,673,148 2,737,436

商品及び製品 1,335,030 1,274,997

仕掛品 176,369 177,415

原材料及び貯蔵品 179,112 194,704

繰延税金資産 33,758 33,759

その他 40,635 31,429

貸倒引当金 △5,025 △5,122

流動資産合計 5,656,402 6,242,064

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,367,588 1,323,728

機械装置及び運搬具（純額） 168,579 169,853

土地 1,814,150 1,813,247

リース資産（純額） 455,843 476,233

その他（純額） 82,291 66,309

有形固定資産合計 3,888,452 3,849,371

無形固定資産 95,485 90,676

投資その他の資産

投資有価証券 1,350,254 1,462,200

その他 246,543 238,599

貸倒引当金 △21,695 △19,185

投資その他の資産合計 1,575,103 1,681,614

固定資産合計 5,559,041 5,621,662

資産合計 11,215,444 11,863,727
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,373,194 2,572,580

短期借入金 3,313,804 3,292,266

リース債務 146,482 161,834

未払法人税等 16,254 49,907

賞与引当金 75,324 73,026

その他の引当金 - 7,136

その他 719,351 832,990

流動負債合計 6,644,412 6,989,741

固定負債

長期借入金 963,893 1,009,092

リース債務 349,682 357,489

繰延税金負債 121,119 160,991

役員退職慰労引当金 2,704 2,764

退職給付に係る負債 598,669 537,228

環境対策引当金 10,555 10,555

その他 201,889 201,007

固定負債合計 2,248,512 2,279,128

負債合計 8,892,924 9,268,869

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,500 1,080,500

資本剰余金 685,424 685,424

利益剰余金 409,202 603,122

自己株式 △3,975 △3,975

株主資本合計 2,171,152 2,365,071

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 228,148 301,423

退職給付に係る調整累計額 △76,781 △71,637

その他の包括利益累計額合計 151,367 229,785

純資産合計 2,322,519 2,594,857

負債純資産合計 11,215,444 11,863,727
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 14,749,981 14,993,516

売上原価 12,406,887 12,314,054

売上総利益 2,343,094 2,679,461

販売費及び一般管理費 2,519,027 2,532,578

営業利益又は営業損失（△） △175,933 146,883

営業外収益

受取利息 138 55

受取配当金 12,108 13,284

受取保険金 1,434 12,263

受取賃貸料 13,387 13,531

クレーム補償金収入 14,980 -

設備負担金収入 8,585 -

その他 11,756 13,466

営業外収益合計 62,391 52,602

営業外費用

支払利息 29,679 28,981

その他 56 -

営業外費用合計 29,735 28,981

経常利益又は経常損失（△） △143,277 170,505

特別利益

投資有価証券売却益 - 1,244

損害賠償金収入 6,784 813

特別利益合計 6,784 2,058

特別損失

固定資産除却損 3,346 1,544

減損損失 1,717 903

訴訟関連費用 23,000 -

特別損失合計 28,064 2,447

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△164,556 170,116

法人税、住民税及び事業税 7,378 43,698

法人税等調整額 12,325 △0

法人税等合計 19,703 43,697

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△184,260 126,418

四半期純利益又は四半期純損失（△） △184,260 126,418
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△184,260 126,418

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 67,658 73,274

退職給付に係る調整額 - 5,144

その他の包括利益合計 67,658 78,418

四半期包括利益 △116,601 204,836

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,601 204,836
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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利益又は税金等調整
前四半期純損失（△）

△164,556 170,116

減価償却費 165,942 175,086

減損損失 1,717 903

引当金の増減額（△は減少） △6,643 2,484

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 11,204

受取利息及び受取配当金 △12,246 △13,340

支払利息 29,679 28,981

固定資産除却損 3,346 1,544

投資有価証券売却損益（△は益） - △1,244

損害賠償金収入 △6,784 △813

訴訟関連費用 23,000 -

売上債権の増減額（△は増加） 380,527 △58,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △135,157 43,395

仕入債務の増減額（△は減少） △162,817 199,385

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,563 89,956

その他 △50,115 54,353

小計 54,326 703,571

利息及び配当金の受取額 12,246 13,340

損害賠償金の受取額 6,784 813

訴訟関連費用の支払額 △60,000 -

利息の支払額 △29,944 △29,391

法人税等の支払額 △11,381 △11,514

営業活動によるキャッシュ・フロー △27,968 676,820

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 △95,709 △34,593

固定資産の除却による支出 △1,999 -

無形固定資産の取得による支出 △18,644 △16,956

投資有価証券の取得による支出 △2,514 △2,244

投資有価証券の売却による収入 - 4,689

貸付けによる支出 △1,600 △1,550

貸付金の回収による収入 2,277 1,600

その他 198 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,992 △49,024

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） 250,000 25,000

長期借入れによる収入 - 300,000

長期借入金の返済による支出 △187,174 △301,339

配当金の支払額 △131 △21

その他 △61,875 △77,333

財務活動によるキャッシュ・フロー 819 △53,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,141 574,102

現金及び現金同等物の期首残高 1,372,966 991,314

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,824 1,565,417
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

該当事項はありません。
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