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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 8,098 ― △32 ― 9 ― △23 ―

20年3月期第1四半期 7,908 3.1 98 △46.7 152 △11.0 70 △22.4

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

21年3月期第1四半期 △3.05 ―

20年3月期第1四半期 9.14 ―

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

21年3月期第1四半期 15,790 7,914 50.1 1,029.28
20年3月期 15,804 8,057 51.0 1,047.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,914百万円 20年3月期  8,057百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 16,700 ― △90 ― △100 ― △80 ― △10.40

通期 34,400 3.6 190 △71.4 170 △67.4 70 △40.9 9.10

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年５月15日発表の第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基
づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さ
い。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  7,700,000株 20年3月期  7,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10,849株 20年3月期  10,649株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  7,689,255株 20年3月期第1四半期  7,691,177株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や穀物価格の上昇などにより企業収益は減少傾向であ

り、また個人消費・設備投資はおおむね横ばいであることに加え、輸出や生産面でも弱含むなど、景気回復は足踏み

状態から一部に弱い動きが見られ始めました。  

 食品業界におきましても、直接的・間接的に諸原材料価格や原油価格高騰の影響を受けて、価格転嫁などの対応を

強いられる厳しい状況で推移しました。 

 当社グループが主力としている中食市場は、比較的安定的な成長を続けているものの、当社グループの主力製品で

ある玉子焼製品や蒲鉾類の主原料である鶏卵価格や魚肉すり身価格が上昇を続けており、企業のコスト削減努力の限

界を上回る製造原価の上昇につながっております。また、原油・穀物価格高騰は、関連仕入商材の値上がりや配送燃

料費・工場のユーティリティ費用の上昇にも影響しており、当社グループをとりまく環境は依然として厳しい状況で

推移いたしました。  

 このような状況のなか、当第１四半期連結会計期間の売上高は、中国製品の輸入制限などの影響はあったものの、

8,098百万円となりました。しかしながら、大きく上昇した原価の影響で営業損益は32百万円の損失となりました。

これにデリバティブ時価評価益などを加えた経常利益は９百万円となったものの、四半期純損益は、たな卸資産の評

価損などにより23百万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 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し15,790百万円となりました。 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し、7,607百万円となりました。主な増減要因は、原材料の備

蓄によるたな卸資産全体の増加162百万円、現金及び預金の減少149百万円、季節的な売上高変動要因による受取手

形及び売掛金の減少144百万円などであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し8,182百万円

となりました。主な減少要因は、減価償却費の進行などによるものであります。 

（負債） 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ129百万円増加し、7,875百万円となりました。流動負債は前連結会計年度

末に比べ292百万円増加し、6,301百万円となりました。主な増減要因は、対象月の仕入増加に伴う支払手形及び買

掛金の増加278百万円、賞与引当金の増加214百万円、短期借入金の返済による減少100百万円などであります。固定

負債は前連結会計年度末に比べ163百万円減少し、1,574百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の約定

返済115百万円などであります。  

（純資産）  

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ143百万円減少し、7,914百万円となりました。主な減少要因は、四半期

純損失の計上23百万円や配当金の支払92百万円などであります。  

  この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.9ポイント低下し、50.1％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間末の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149百

万円減少し、1,236百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  営業活動の結果、得られた資金は392百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失の計上21百万円や通

貨スワップ評価益59百万円、法人税等の支払額22百万円などのマイナス要因もありましたが、売掛債権・たな卸資

産・仕入債務合計の運転資金の増加243百万円に加え、減価償却費151百万円や賞与引当金の増加214百万円などがプ

ラス要因となったためであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は、164百万円となりました。これは主に生産設備の増強投資やメンテナンス投資、

営業拠点の整備による投資などであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、366百万円となりました。これは主に、長期借入金の約定返済115百万円、短期借

入金の返済100百万円、配当金の支払85百万円、リース債務の返済47百万円などであります。なお、借入金の残高

は、前連結会計年度末より215百万円減少し、2,995百万円となっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間までの業績は概ね当初予想通りに推移しており、平成20年５月15日に公表いたしました

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。   

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。  

 これにより、営業損失は15百万円増加、経常利益は15百万円減少、税金等調整前四半期純損失は49百万円増加し

ております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への影響はあ

りません。  

（追加情報）  

 当社の機械装置については、従来、耐用年数を４～13年としておりましたが、平成20年度の法人税法の改正に

伴い、当第１四半期連結会計期間より、10年に変更いたしました。 

 これにより、営業損失は８百万円減少、経常利益は８百万円増加、税金等調整前四半期純損失は８百万円減少

しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,246,143 1,395,481

受取手形及び売掛金 3,748,164 3,892,593

商品 373,363 395,926

製品 1,222,065 1,292,199

原材料 688,852 435,867

仕掛品 8,648 6,570

貯蔵品 11,221 11,221

繰延税金資産 186,583 108,541

その他 144,525 85,926

貸倒引当金 △21,813 △19,286

流動資産合計 7,607,755 7,605,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,848,294 1,801,031

機械装置及び運搬具（純額） 1,041,107 1,049,046

土地 2,958,825 2,958,825

その他（純額） 264,275 296,099

有形固定資産合計 6,112,502 6,105,003

無形固定資産   

ソフトウエア 611,240 643,327

ソフトウエア仮勘定 17,119 17,119

その他 42,934 46,923

無形固定資産合計 671,294 707,370

投資その他の資産   

投資有価証券 605,419 580,599

繰延税金資産 25,529 37,956

その他 804,208 805,566

貸倒引当金 △36,536 △37,511

投資その他の資産合計 1,398,619 1,386,611

固定資産合計 8,182,416 8,198,985

資産合計 15,790,172 15,804,026



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,718,466 2,440,447

短期借入金 2,120,000 2,220,000

未払法人税等 69,201 4,515

賞与引当金 443,000 229,000

役員賞与引当金 5,277 13,065

リース債務 193,858 190,434

その他 751,975 911,814

流動負債合計 6,301,779 6,009,276

固定負債   

長期借入金 875,000 990,000

退職給付引当金 97,933 109,306

役員退職慰労引当金 250,427 249,866

リース債務 350,713 388,200

固定負債合計 1,574,073 1,737,373

負債合計 7,875,853 7,746,650

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,102,250 1,102,250

資本剰余金 1,098,992 1,098,992

利益剰余金 5,650,818 5,766,602

自己株式 △9,086 △8,937

株主資本合計 7,842,974 7,958,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95,038 78,968

繰延ヘッジ損益 △2,740 △24,757

為替換算調整勘定 △20,954 44,258

評価・換算差額等合計 71,344 98,468

純資産合計 7,914,318 8,057,376

負債純資産合計 15,790,172 15,804,026



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 8,098,855

売上原価 6,340,144

売上総利益 1,758,710

販売費及び一般管理費 1,791,243

営業損失（△） △32,533

営業外収益  

受取利息 566

受取配当金 6,375

通貨スワップ評価益 59,240

その他 8,444

営業外収益合計 74,625

営業外費用  

支払利息 13,632

為替差損 14,641

持分法による投資損失 4,673

その他 21

営業外費用合計 32,968

経常利益 9,124

特別利益  

投資有価証券売却益 3,349

特別利益合計 3,349

特別損失  

固定資産除却損 148

たな卸資産評価損 33,621

特別損失合計 33,770

税金等調整前四半期純損失（△） △21,295

法人税、住民税及び事業税 93,222

法人税等調整額 △91,006

法人税等合計 2,215

四半期純損失（△） △23,511



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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（△） △21,295

減価償却費 151,315

持分法による投資損益（△は益） 4,673

賞与引当金の増減額（△は減少） 214,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,787

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 560

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,373

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,552

受取利息及び受取配当金 △6,941

支払利息 13,632

有形固定資産除却損 148

投資有価証券売却損益（△は益） △3,349

通貨スワップ評価損益（△は益） △59,240

売上債権の増減額（△は増加） 141,532

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,349

仕入債務の増減額（△は減少） 280,472

未収入金の増減額（△は増加） 936

未払金の増減額（△は減少） △10,350

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,428

その他 △75,970

小計 415,738

法人税等の支払額 △22,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,817

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 △173,456

投資有価証券の取得による支出 △2,200

投資有価証券の売却による収入 7,514

利息及び配当金の受取額 6,935

その他 △3,019

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,227

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

長期借入金の返済による支出 △115,000

利息の支払額 △18,447

リース債務の返済による支出 △47,366

自己株式の取得による支出 △149

配当金の支払額 △85,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △366,324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,337

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,481

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,236,143



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

 当社企業集団は、食料品の製造及び販売を主な事業としており、一セグメントの売上高及び営業利益の金額が

いずれも合計額の90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 

前年同四半期 
連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 7,908,062 

Ⅱ 売上原価 6,036,888 

売上総利益 1,871,174 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,772,599 

営業利益 98,574 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 500 

２．受取配当金 6,741 

３．通貨スワップ評価益  60,175 

４．為替差益 2,487 

５．その他 4,231 

営業外収益合計  74,136 

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 12,491 

２．持分法による投資損失  6,633 

３．その他 1,358 

営業外費用合計  20,484 

経常利益 152,227 

Ⅵ 特別損失  

１．固定資産除却損 2,883 

特別損失合計 2,883 

税金等調整前四半期純利益 149,344 

法人税、住民税及び事業税 156,857 

法人税等調整額 △77,832 

四半期純利益 70,318 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前年同四半期 

連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 149,344 

減価償却費 154,049 

のれん償却額 210 

持分法による投資損益（利益：△）  6,633 

賞与引当金の増減額（減少：△） 203,000 

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  △9,649

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 2,373 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △13,162

貸倒引当金の増減額（減少：△） 11,388 

受取利息及び受取配当金 △7,242

支払利息 12,491 

通貨スワップ評価益 △60,175

有形固定資産除却損 2,883 

売上債権の増減額（増加：△） 64,672 

たな卸資産の増減額（増加：△） △189,319

仕入債務の増減額（減少：△） 160,401 

未収入金の増減額（増加：△） △821

未払金の増減額（減少：△） △5,654

未払消費税等の増減額（減少：△） 21,454 

その他 △67,322

小計 435,556 

法人税等の支払額 △251,752

営業活動によるキャッシュ・フロー 183,803 

Ⅱ 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 △181,754

投資有価証券の取得による支出 △46,899

利息及び配当金の受取額 7,242 

その他 △19,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,826

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純増減額 △300,000

長期借入金による収入 1,350,000 

長期借入金の返済による支出 △1,150,000

リース債務返済による支出 △44,698

利息支払額 △12,143

自己株式の取得による支出 △172

自己株式の売却による収入 334 

配当金の支払額 △84,419

財務活動によるキャッシュ・フロー △241,099

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △642

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △298,764

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 754,003 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 455,239 
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