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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 16,704 ― △53 ― △62 ― △96 ―

20年3月期第2四半期 16,141 3.0 227 △45.8 217 △53.1 81 △66.0

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

21年3月期第2四半期 △12.52 ―

20年3月期第2四半期 10.60 ―

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2四半期 16,615 7,814 47.0 1,025.70
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2四半期  7,814百万円 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 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成20年５月15日発表の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2四半期  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2四半期  81,634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2四半期  7,683,967株 20年3月期第2四半期  7,690,857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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題を発端とした米国経済の減速懸念の

強まりや株式・為替市場の変動に加え、原油価格や穀物価格の変動などの影響により、景気は足踏み状態から、やや

弱い動きのなかで推移してまいりました。

　食品業界におきましても、諸原材料価格や原油価格の高騰、販売競争の激化、中国製品の食品問題などの影響を受

け厳しい経営環境が継続しております。

　このような状況のなか、当社グループは、比較的安定的な成長を続けている中食市場を中心に、主力製品である玉

子焼類や蒲鉾類などで売上高を伸張させることができました。しかしながら、主原料である鶏卵や魚肉すり身価格の

高騰に伴う原材料費の大きな増加に加え、関連仕入商材の値上がりや原油価格上昇から派生して配送燃料費、工場の

ユーティリティ費用、包材などの費用も大幅に上昇しており、当社グループを取巻く経営環境は厳しい状況で推移し

ました。　

　この結果、当第２四半期連結累計期間までの売上高は、中国製品の安全性に関わる輸入制限問題などの影響もあり

ましたが16,704百万円となりました。しかしながら、利益面では、製造コストの低減、諸経費の削減等の諸施策によ

り原価低減に努める一方で、原価上昇分の一部を販売価格に転嫁してまいりましたが、予想以上に原材料価格高騰や

原油価格高騰の影響が大きく、営業損益は53百万円の損失、経常損益は62百万円の損失、四半期純損益は96百万円の

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２四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811百万円増加し16,615百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ956百万円増加し8,561百万円となりました。主な増加要因は、原材料の調達

によるたな卸資産全体での増加571百万円、現金及び預金の増加270百万円などであります。固定資産は、減価償却費

の進行などにより、前連結会計年度末に比べ145百万円減少し、8,053百万円となりました。

（負債）　

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,054百万円増加し8,801百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度

末に比べ1,287百万円増加し、7,296百万円となりました。主な増加要因は、原材料の調達に伴う支払手形及び買掛金

の増加865百万円、運転資金の借入による短期借入金の増加500百万円、賞与引当金の増加107百万円などであります。

固定負債は、長期借入金の約定返済135百万円などにより、前連結会計年度末に比べ232百万円減少し、1,504百万円

となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ243百万円減少し、7,814百万円となりました。主な減少要因は、四半期純

損失の計上96百万円や配当金の支払92百万、自己株式の取得による減少49百万円などであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.0ポイント低下し、47.0％となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間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

270百万円増加し、1,656百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フロー

の状況は以下のとおりであります。　

（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、429百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失は98百万円であった

ものの、売掛債権・たな卸資産・仕入債務合計の運転資金の増加282百万円に加え、減価償却費307百万円や賞与引当

金107百万円の増加など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）

　投資活動の結果使用した資金は、257百万円となりました。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）

　財務活動の結果得られた資金は、金融機関からの長期借入金の約定返済や配当金の支払いなどによる減少もありま

したが、短期運転資金の借入の増加により98百万円となりました。なお、借入金の残高は前連結会計年度末より365

百万円増加し、3,575百万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２四半期連結累計期間までの業績は概ね当初予定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

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業損失は24百万円増加、経常損失は24百万円増加、税金等調整前四

半期純損失は57百万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

　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、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、当第２四半期連結累計期間の営業損失は17百万円減少、経常損失は17百万円減少、税金等調整前四

半期純損失は17百万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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,666,033 1,395,481

受取手形及び売掛金 3,903,957 3,892,593

商品 355,969 395,926

製品 1,277,960 1,292,199

原材料 1,061,015 435,867

仕掛品 5,890 6,570

貯蔵品 12,806 11,221

繰延税金資産 156,139 108,541

その他 153,476 85,926

貸倒引当金 △31,526 △19,286

流動資産合計 8,561,723 7,605,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,848,641 1,801,031

機械装置及び運搬具（純額） 1,015,568 1,049,046

土地 2,958,825 2,958,825

その他（純額） 251,708 296,099

有形固定資産合計 6,074,743 6,105,003

無形固定資産   

ソフトウエア 572,427 643,327

ソフトウエア仮勘定 17,119 17,119

その他 46,450 46,923

無形固定資産合計 635,997 707,370

投資その他の資産   

投資有価証券 529,330 580,599

繰延税金資産 50,510 37,956

その他 805,890 805,566

貸倒引当金 △42,840 △37,511

投資その他の資産合計 1,342,890 1,386,611

固定資産合計 8,053,632 8,198,985

資産合計 16,615,355 15,804,026



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,306,394 2,440,447

短期借入金 2,720,000 2,220,000

未払法人税等 64,941 4,515

賞与引当金 336,000 229,000

役員賞与引当金 8,557 13,065

リース債務 194,851 190,434

その他 665,989 911,814

流動負債合計 7,296,734 6,009,276

固定負債   

長期借入金 855,000 990,000

退職給付引当金 86,363 109,306

役員退職慰労引当金 255,079 249,866

リース債務 308,012 388,200

固定負債合計 1,504,455 1,737,373

負債合計 8,801,190 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 5,578,165 5,766,602

自己株式 △58,683 △8,937

株主資本合計 7,720,724 7,958,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,496 78,968

繰延ヘッジ損益 △3,591 △24,757

為替換算調整勘定 44,536 44,258

評価・換算差額等合計 93,441 98,468

純資産合計 7,814,165 8,057,376

負債純資産合計 16,615,355 15,804,026



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 16,704,134

売上原価 13,114,178

売上総利益 3,589,955

販売費及び一般管理費 3,643,228

営業損失（△） △53,272

営業外収益  

受取利息 2,277

受取配当金 6,405

通貨スワップ評価益 29,229

その他 13,507

営業外収益合計 51,420

営業外費用  

支払利息 28,071

為替差損 21,439

持分法による投資損失 11,286

その他 329

営業外費用合計 61,125

経常損失（△） △62,978

特別利益  

投資有価証券売却益 4,020

特別利益合計 4,020

特別損失  

固定資産除却損 1,397

たな卸資産評価損 33,621

投資有価証券評価損 4,949

特別損失合計 39,968

税金等調整前四半期純損失（△） △98,926

法人税、住民税及び事業税 53,853

法人税等調整額 △56,615

法人税等合計 △2,761

四半期純損失（△） △96,165



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △98,926

減価償却費 307,255

持分法による投資損益（△は益） 11,286

賞与引当金の増減額（△は減少） 107,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,507

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,212

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,942

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,568

受取利息及び受取配当金 △8,682

支払利息 28,071

有形固定資産除却損 1,397

投資有価証券売却損益（△は益） △4,020

投資有価証券評価損益（△は益） 4,949

通貨スワップ評価損益（△は益） △29,229

売上債権の増減額（△は増加） △11,345

たな卸資産の増減額（△は増加） △571,799

仕入債務の増減額（△は減少） 865,932

未収入金の増減額（△は増加） △2,956

未払金の増減額（△は減少） △25,934

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,822

その他 △80,040

小計 423,463

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 6,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 429,749

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 △264,786

有形固定資産の売却による収入 5,462

投資有価証券の取得による支出 △4,165

投資有価証券の売却による収入 10,385

利息及び配当金の受取額 8,668

その他 △13,094

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,529

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） 500,000

長期借入金の返済による支出 △135,000

利息の支払額 △29,890

リース債務の返済による支出 △94,891

自己株式の取得による支出 △49,745

配当金の支払額 △92,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,271

現金及び現金同等物に係る換算差額 59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,551

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 1,656,033



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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

　当第２四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より49,745千円増加し、58,683千

円となりました。これは主に、平成20年９月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年９月12日に自己株式

立会外買付取引により、当社普通株式70,000株を総額49,000千円にて取得したためであります。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　売上高  16,141,885

Ⅱ　売上原価  12,358,071

売上総利益  3,783,813

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,556,273

営業利益  227,540

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 1,158  

２．受取配当金 6,891  

３．為替差益 14,041  

４．その他 10,400 32,491

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 25,402  

２．持分法による投資損失 13,806  

３．通貨スワップ評価損 993  

４．その他 2,811 43,014

経常利益  217,017

Ⅵ　特別損失   

１．固定資産除却損 14,678 14,678

税金等調整前中間純利益  202,339

法人税、住民税及び事業税 153,341  

法人税等調整額 △32,581 120,759

中間純利益  81,579
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

税金等調整前中間純利益 202,339

減価償却費 314,426

のれん償却額 421

持分法による投資損失（利益：△） 13,806

賞与引当金の増減額(減少：△) 107,000

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △7,427

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 6,407

退職給付引当金の増減額(減少：△) △27,417

貸倒引当金の増減額(減少：△) 8,369

受取利息及び受取配当金 △8,049

支払利息 25,402

通貨スワップ評価損 993

有形固定資産除却損 14,678

売上債権の増減額(増加：△) △194,845

たな卸資産の増減額(増加：△) △393,768

仕入債務の増減額(減少：△) 475,272

未収入金の増減額(増加：△) 1,816

未払金の増減額(減少：△) △8,057

未払消費税等の増減額(減少：△) △8,691

その他 △34,305

小計 488,370

法人税等の支払額 △253,031

営業活動によるキャッシュ・フロー 235,339

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 △225,197

投資有価証券の取得による支出 △48,794

利息及び配当金の受取額 8,049

その他 △26,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △292,655

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,350,000

長期借入金の返済による支出 △1,155,000

利息支払額 △24,021

リース債務返済による支出 △86,026

自己株式の売却による収入 337

自己株式の取得による支出 △1,298

配当金の支払額 △92,274

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,284

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 6,230

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △59,370

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中間期末(期末)残高 694,633
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