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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 7,987 △1.4 181 ― 146 ― 64 ―

21年3月期第1四半期 8,098 ― △32 ― 9 ― △23 ―

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

22年3月期第1四半期 8.45 ―

21年3月期第1四半期 △3.05 ―

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

22年3月期第1四半期 15,725 7,884 50.1 1,034.99
21年3月期 15,638 7,816 50.0 1,026.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,884百万円 21年3月期  7,816百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 △0.0 320 ― 290 ― 150 ― 19.68

通期 34,000 0.8 750 150.6 700 151.1 380 333.6 49.88



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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） 

(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 

 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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 
の業績等は、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、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 
３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 7,700,000株 21年3月期  7,700,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  82,284株 21年3月期  81,584株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 7,617,998株 21年3月期第1四半期 7,689,255株



 当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、輸出や個人消

費は持ち直しの動きがみられるものの、雇用情勢や企業収益が大きく悪化するなど、景気については、依然として先

行不透明な状況で推移しております。   

 食品業界におきましても、景気が低迷するなか、消費者の低価格志向や食の安全性への要求が強まってくる一方

で、高止まりしている原材料費や激しさを増す各社の販売・価格競争などを受け、当社グループの経営を取り巻く環

境は、引き続き厳しい状況で推移しております。 

 このような状況の中、当社グループは、当連結会計年度よりスタートした第八次中期経営計画に基づき、「自社ブ

ランド品の拡充」「営業基盤の拡充」「社内サプライ・チェーン・マネジメントの確立」「コストダウンの推進」

「あじかんブランド品質の向上」などの重点課題に取り組んでおります。その結果、当第１四半期連結会計期間の売

上高は玉子製品の改良や新製品開発などにより、自社製品については玉子焼類を中心に拡販できたものの、景気の悪

化に伴う販売・価格競争の激化や需要の後退の影響で、魚肉すり身製品や冷凍・冷蔵食品を中心とした仕入商品の売

上が、前年同期を下回り、売上高全体では7,987百万円（前年同期比1.4％減少）となりました。 

 一方、損益面につきましては、前連結会計年度で大きなコスト増をもたらした鶏卵価格や魚肉すり身価格の高騰、

原油価格の高騰などによる影響が、需給の関係で若干緩和されてきていることや歩留まりの向上による生産ロスの低

減、製造経費・販売管理費面でのコスト抑制を行った結果、営業利益は181百万円（前年同期は営業損失32百万円）

となりました。これにデリバティブ時価評価損などを加えた経常利益は146百万円（前年同期は経常利益９百万円）

となり、四半期純利益は64百万円（前年同期は四半期純損失23百万円）となりました。  

  

（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86百万円増加し15,725百万円となりました。

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ86百万円増加し7,861百万円となりました。主な増減要因は、現金及び預

金の増加222百万円、季節的な売上高変動による受取手形及び売掛金の減少105百万円などであります。固定資産

は、減価償却の進行などによる減少要因もありましたが、投資有価証券の時価評価などが増加要因となり、前連結

会計年度とほぼ同額の7,864百万円となりました。 

（負債） 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し7,840百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度

末に比べ185百万円増加し、6,378百万円となりました、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122百万円、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300百万円などであります。固

定負債は、前連結会計年度末に比べ166百万円減少し1,462百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の約

定返済による減少130百万円、リース債務の減少28百万円などであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は、前連結会計年度末に比べ430百万円減少し3,095百万円とな

っております。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ67百万円増加し7,884百万円となりました。主な増加要因は、四半期純

利益の計上64百万円及び評価・換算差額等の増加95百万円であります。一方減少要因は、配当金の支払による減少

91百万円などであります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.1ポイント増加し、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222

百万円増加し1,668百万円となりました。 

（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、872百万円（前年同期比122.1％増加）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益145百万円に加え、売上債権・たな卸資産・仕入債務合計の運転資金面での増加378百万円、減価

償却費152百万円や賞与引当金の増加214百万円が、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、74百万円（前年同期比54.8％減少）となりました。これは主に、生産設備の

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



増強投資やメンテナンス投資などであります。 

（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、585百万円（前年同期比59.7％増加）となりました。これは主に、短期借入

金の返済300百万円や長期借入金の約定返済130百万円、配当金の支払84百万円などであります。 

  

 当第１四半期連結会計期間までの業績は、概ね当初予想どおりに推移しており、平成21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。 

 該当事項はありません。   

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。  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化が無いと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用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。  

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,678,155 1,455,783

受取手形及び売掛金 3,681,432 3,787,257

商品及び製品 1,561,123 1,573,173

仕掛品 7,693 5,012

原材料及び貯蔵品 600,483 728,183

繰延税金資産 218,126 135,060

その他 143,815 118,521

貸倒引当金 △29,616 △28,533

流動資産合計 7,861,213 7,774,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,739,148 1,752,973

機械装置及び運搬具（純額） 953,011 947,413

土地 2,957,295 2,957,295

リース資産（純額） 16,339 14,072

その他（純額） 219,202 227,056

有形固定資産合計 ※1  5,884,997 ※1  5,898,811

無形固定資産   

リース資産 31,330 25,625

ソフトウエア 499,782 542,972

ソフトウエア仮勘定 5,170 2,958

その他 42,128 39,133

無形固定資産合計 578,411 610,690

投資その他の資産   

投資有価証券 492,927 427,027

繰延税金資産 100,524 133,415

その他 871,381 853,133

貸倒引当金 △64,201 △59,270

投資その他の資産合計 1,400,631 1,354,307

固定資産合計 7,864,040 7,863,809

資産合計 15,725,254 15,638,269



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,403,355 2,280,448

短期借入金 2,330,000 2,630,000

未払法人税等 161,725 115,915

賞与引当金 443,000 229,000

役員賞与引当金 4,165 11,409

リース債務 203,557 210,089

その他 832,364 715,635

流動負債合計 6,378,168 6,192,498

固定負債   

長期借入金 765,000 895,000

退職給付引当金 174,857 185,410

役員退職慰労引当金 264,946 261,678

リース債務 258,001 286,947

固定負債合計 1,462,805 1,629,036

負債合計 7,840,974 7,821,534

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 1,098,990

利益剰余金 5,734,852 5,761,902

自己株式 △59,099 △58,582

株主資本合計 7,876,992 7,904,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,897 △12,561

繰延ヘッジ損益 △4,025 △4,762

為替換算調整勘定 △14,584 △70,502

評価・換算差額等合計 7,287 △87,825

純資産合計 7,884,280 7,816,734

負債純資産合計 15,725,254 15,638,269



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,098,855 7,987,018

売上原価 6,340,144 6,041,494

売上総利益 1,758,710 1,945,523

販売費及び一般管理費 ※  1,791,243 ※  1,764,472

営業利益又は営業損失（△） △32,533 181,051

営業外収益   

受取利息 566 468

受取配当金 6,375 3,471

通貨スワップ評価益 59,240 －

持分法による投資利益 － 3,260

保険配当金 － 3,004

その他 8,444 4,625

営業外収益合計 74,625 14,831

営業外費用   

支払利息 13,632 12,889

為替差損 14,641 10,973

通貨スワップ評価損 － 19,887

長期為替予約評価損 － 5,959

持分法による投資損失 4,673 －

その他 21 79

営業外費用合計 32,968 49,788

経常利益 9,124 146,094

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 148 576

たな卸資産評価損 33,621 －

特別損失合計 33,770 576

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（△）

△21,295 145,517

法人税、住民税及び事業税 93,222 157,025

法人税等調整額 △91,006 △75,878

法人税等合計 2,215 81,146

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,511 64,370



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△21,295 145,517

減価償却費 151,315 152,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 214,000 214,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,787 △7,244

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 560 3,267

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,373 △10,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,552 6,014

持分法による投資損益（△は益） 4,673 △3,260

受取利息及び受取配当金 △6,941 △3,940

支払利息 13,632 12,889

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 19,887

有形固定資産除却損 148 576

売上債権の増減額（△は増加） 141,532 111,307

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,349 145,925

仕入債務の増減額（△は減少） 280,472 121,026

未収入金の増減額（△は増加） 936 △966

未払金の増減額（△は減少） △10,350 28,786

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,428 64,787

その他 △75,970 △22,339

小計 415,738 978,480

法人税等の支払額 △22,920 △106,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,817 872,381

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,200 △2,228

投資有価証券の売却による収入 7,514 －

有形固定資産の取得による支出 △173,456 △62,990

利息及び配当金の受取額 6,935 3,932

その他 △3,019 △12,940

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,227 △74,225

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 △300,000

長期借入金の返済による支出 △115,000 △130,000

利息の支払額 △18,447 △15,712

リース債務の返済による支出 △47,366 △54,411

自己株式の取得による支出 △149 △517

配当金の支払額 △85,360 △84,492

財務活動によるキャッシュ・フロー △366,324 △585,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,604 9,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,337 222,371

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,481 1,445,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,236,143 ※  1,668,155



 該当事項はありません。 

  

  前第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。 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  前第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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  前第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。 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（1）表示方法の変更 

  

（2）注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係）  

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

６．その他の情報

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日）  

 （四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「保険配当金」は、営

業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することといたしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険配当金」は4,990千円であります。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

         8,810,583千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額  

         8,698,266千円 

 ２．偶発債務 

 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っております。 

 愛康食品（青島）有限公司 千円70,203

 合計  70,203

 ２．偶発債務 

 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っております。 

 愛康食品（青島）有限公司 千円71,424

 合計  71,424

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※ 販売管理費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。  

給料手当     千円402,365

賞与引当金繰入額  132,000

役員賞与引当金繰入額   3,340

退職給付費用  31,753

役員退職慰労引当金繰入額  2,380

貸倒引当金繰入額  9,593

荷造運賃  431,608

※ 販売管理費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。  

給料手当 千円400,381

賞与引当金繰入額  113,665

役員賞与引当金繰入額   2,524

退職給付費用  32,850

役員退職慰労引当金繰入額  3,267

貸倒引当金繰入額  8,163

荷造運賃  406,537

 前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定    千円1,246,143

預金期間が３ヵ月を超える定期

預金 
 △10,000

現金及び現金同等物  1,236,143

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 千円1,678,155

預金期間が３ヵ月を超える定期

預金 
 △10,000

現金及び現金同等物  1,668,155
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