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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 25,868 ― 162 ― 21 ― △64 ―

20年3月期第3四半期 25,226 3.8 545 △30.4 537 △36.9 254 △43.3

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3四半期 △8.46 ―

20年3月期第3四半期 33.05 ―

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3四半期 17,618 7,762 44.1 1,018.79
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3四半期  7,762百万円 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3四半期  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3四半期  81,034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3四半期  7,662,184株 20年3月期第3四半期  7,690,520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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした米国経済の減速や世界的

な金融危機による株価の下落、急激な円高などの影響で企業収益は大幅に減少し、雇用情勢や景気は急激に悪化して

きております。

　食品業界におきましても、諸原材料価格や原油価格の乱高下、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た配送燃料費、工場の

ユーティリティ費用、包材などの費用も増加しており、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３四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、当社主力製品である玉子焼類などの売上が順調に推移したほか、原価上昇分の一部を販売価格に転嫁した

結果、売上高は25,868百万円となりました。一方、利益面では製造コストの低減や諸経費の削減など諸施策による原

価低減に努めてまいりましたが、予想以上に原材料価格の高騰による影響が大きく、営業利益は162百万円となりまし

た。また、急速な円高の進行により為替のデリバティブの評価損が発生したことから、経常利益は21百万円となりま

した。これに特別損益、法人税等を加えた四半期純損益は64百万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３四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1,814百万円増加し17,618百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,113百万円増加し9,718百万円となりました。主な増加要因は、受取手形及び

売掛金の増加1,803百万円、原材料の調達によるたな卸資産全体での増加902百万円などであります。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299百万円減少し、7,899百万円となりました。

（負債）

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,109百万円増加し9,856百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度

末に比べ2,096百万円増加し8,105百万円となりました。主な増加要因は、原材料の備蓄および仕入の増加に伴う支払

手形及び買掛金の増加1,357百万円、運転資金の借入による短期借入金の増加700百万円などであります。固定負債は、

設備投資に伴う長期借入金の増加145百万円などにより、前連結会計年度末に比べ12百万円増加し、1,750百万円とな

りました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ295百万円減少し7,762百万円となりました。主な減少要因は四半期純損失

の計上64百万円や配当金の支払92百万円、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6.9ポイント低下し44.1％となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況　

  当第３四半期連結累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727

百万円減少し、658百万円となりました。なお、当第３四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）

　営業活動の結果使用した資金は、943百万円となりました。主な流出要因は、税金等調整前四半期純損失の計上15百

万円に加え、主に期末日が金融機関の休業日という特殊な要因による売掛債権の大幅な増加1,793百万円、原材料の備

蓄等によるたな卸資産の増加334百万円などであります。

（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、300百万円となりました。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、519百万円となりました。これは、長期借入金の約定返済155百万円やリース債務

返済による142百万円などの支出もありましたが、短期運転資金の借入700百万円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３四半期連結累計期間までの業績は概ね当初予定どおりに推移しており、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。

棚卸資産の評価方法　

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ19百万円減少し、税金等調整前四

半期純損失は、52百万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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ28百万円増加し、税金等調整前四半期

純損失は、28百万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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 668,303 1,395,481

受取手形及び売掛金 5,696,514 3,892,593

商品 468,318 395,926

製品 1,551,571 1,292,199

原材料 1,010,257 435,867

仕掛品 1,878 6,570

貯蔵品 12,513 11,221

繰延税金資産 108,785 108,541

その他 242,865 85,926

貸倒引当金 △42,025 △19,286

流動資産合計 9,718,983 7,605,041

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,811,893 1,801,031

機械装置及び運搬具（純額） 980,059 1,049,046

土地 2,958,825 2,958,825

その他（純額） 240,676 296,099

有形固定資産合計 5,991,455 6,105,003

無形固定資産   

ソフトウエア 553,142 643,327

ソフトウエア仮勘定 17,119 17,119

その他 45,308 46,923

無形固定資産合計 615,570 707,370

投資その他の資産   

投資有価証券 447,239 580,599

繰延税金資産 80,183 37,956

その他 811,667 805,566

貸倒引当金 △46,855 △37,511

投資その他の資産合計 1,292,234 1,386,611

固定資産合計 7,899,260 8,198,985

資産合計 17,618,244 15,804,026



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,797,740 2,440,447

短期借入金 2,920,000 2,220,000

未払法人税等 2,786 4,515

賞与引当金 197,000 229,000

役員賞与引当金 12,835 13,065

リース債務 198,868 190,434

その他 976,688 911,814

流動負債合計 8,105,919 6,009,276

固定負債   

長期借入金 1,135,000 990,000

退職給付引当金 73,971 109,306

役員退職慰労引当金 258,411 249,866

リース債務 282,741 388,200

固定負債合計 1,750,124 1,737,373

負債合計 9,856,044 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 1,098,990 1,098,992

利益剰余金 5,609,436 5,766,602

自己株式 △58,208 △8,937

株主資本合計 7,752,468 7,958,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,444 78,968

繰延ヘッジ損益 △21,443 △24,757

為替換算調整勘定 28,730 44,258

評価・換算差額等合計 9,731 98,468

純資産合計 7,762,200 8,057,376

負債純資産合計 17,618,244 15,804,026



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 25,868,446

売上原価 20,269,844

売上総利益 5,598,602

販売費及び一般管理費 5,436,506

営業利益 162,095

営業外収益  

受取利息 2,924

受取配当金 9,857

その他 19,406

営業外収益合計 32,188

営業外費用  

支払利息 44,042

為替差損 29,416

通貨スワップ評価損 67,998

長期為替予約評価損 17,464

持分法による投資損失 13,349

その他 401

営業外費用合計 172,673

経常利益 21,611

特別利益  

投資有価証券売却益 4,984

特別利益合計 4,984

特別損失  

固定資産除却損 3,805

たな卸資産評価損 33,621

投資有価証券売却損 44

投資有価証券評価損 4,949

特別損失合計 42,421

税金等調整前四半期純損失（△） △15,825

法人税、住民税及び事業税 42,674

法人税等調整額 6,334

法人税等合計 49,008

四半期純損失（△） △64,834



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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（△） △15,825

減価償却費 465,265

持分法による投資損益（△は益） 13,349

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,545

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,083

受取利息及び受取配当金 △12,782

支払利息 44,042

有形固定資産除却損 3,805

投資有価証券売却損益（△は益） △4,940

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） 67,998

売上債権の増減額（△は増加） △1,804,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △906,894

仕入債務の増減額（△は減少） 1,357,860

未収入金の増減額（△は増加） 222

未払金の増減額（△は減少） 70,282

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,596

その他 △32,163

小計 △825,254

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △118,531

営業活動によるキャッシュ・フロー △943,785

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 △300,868

有形固定資産の売却による収入 3,512

投資有価証券の取得による支出 △6,197

投資有価証券の売却による収入 12,008

利息及び配当金の受取額 12,780

その他 △21,405

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,170

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） 700,000

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 △155,000

利息の支払額 △41,739

リース債務の返済による支出 △142,574

自己株式の取得による支出 △50,133

自己株式の売却による収入 800

配当金の支払額 △92,295

財務活動によるキャッシュ・フロー 519,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △727,177

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 658,303



　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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四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49,270千円増加し、58,208千

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12月31日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　売上高  25,226,715

Ⅱ　売上原価  19,316,645

売上総利益  5,910,069

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,365,062

営業利益  545,006

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 1,960  

２．受取配当金 10,254  

３．通貨スワップ評価益 2,105  

４．為替差益　 20,232  

５．その他 15,478 50,031

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 39,877  

２．持分法による投資損失 14,479  

３．その他 3,048 57,405

経常利益  537,632

Ⅵ　特別損失   

１．固定資産除却損 14,709 14,709

税金等調整前四半期純利益  522,923

法人税、住民税及び事業税 230,705  

法人税等調整額 37,970 268,676

四半期純利益  254,247
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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12月31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 522,923

減価償却費 476,882

のれん償却額 421

持分法による投資損益（利益：△） 14,479

賞与引当金の増減額(減少：△) △27,000

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △1,794

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 8,852

退職給付引当金の増減額(減少：△) △42,798

貸倒引当金の増減額(減少：△) 11,893

受取利息及び受取配当金 △12,215

支払利息 39,877

通貨スワップ評価益 △2,105

有形固定資産除却損 14,709

売上債権の増減額(増加：△) △1,036,645

たな卸資産の増減額(増加：△) △718,568

仕入債務の増減額(減少：△) 1,294,954

未収入金の増減額(増加：△) 186

未払金の増減額(減少：△) 45,899

未払消費税等の増減額(減少：△) △16,775

その他 14,711

小計 587,888

法人税等の支払額 △471,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,638

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 △326,280

投資有価証券の取得による支出 △51,111

利息及び配当金の受取額 12,213

その他 △22,710

投資活動によるキャッシュ・フロー △387,890

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

長期借入れによる収入　 1,670,000

長期借入金の返済による支出 △1,495,000

利息支払額 △26,879

リース債務返済による支出 △131,536

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 △1,635

配当金の支払額 △92,339

財務活動によるキャッシュ・フロー 222,947

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 773

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △47,530

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 706,473
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