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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 7,040 △5.7 57 △47.2 60 △34.4 △28 ―

22年３月期第１四半期 7,464 △8.8 108 250.3 93 177.5 84 185.3

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

23年３月期第１四半期 △2 82 ―

22年３月期第１四半期 8 27 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 11,883 2,005 16.9 195.21

22年３月期 11,955 2,045 17.1 199.11

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,004百万円 22年３月期 2,044百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ― 0 00 ― 3 00 3 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 1 00 ― 2 00 3 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 15,500 2.7 240 17.1 190 18.6 170 36.4 16 55

通期 30,800 2.7 500 17.5 385 11.3 340 45.9 33 11



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。 

  なお、業績予想に関する事項は、（添付資料）３ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (  ―  )、除外 ― 社 (  ―  )

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 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の有無となります。
 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 10,510,000株 22年３月期 10,510,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 240,033株 22年３月期 240,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 10,269,967株 22年３月期１Ｑ 10,269,967株

(注意事項)
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出産業に一部回復の兆しがみられるものの、雇

用環境や個人所得に対する先行きの不透明感があり依然として厳しい状況が続きました。 

当業界におきましては、宮崎県で発生しました口蹄疫の影響による原料価格の変動や消費者の低価格

志向が続くなど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、衛生管理レベルの向上と小集団活動による生産性の向上を

図るとともにローコスト・オペレーションを推進し原価低減を図ってまいりました。また、販売面につ

いては、提案営業の推進と新商品の開発等により売上の拡大に努めてまいりました。 

しかしながら、当第１四半期連結累計期間の売上高は、国産牛肉及び国産豚肉等の販売不振と消費低

迷の影響により食肉の売上が大幅に減少したため70億40百万円（前年同期比5.7％減）となりました。 

損益面につきましては、製造コストの削減及び販売の効率化による経費削減効果はありましたが、売

上高の減少要因により営業利益は57百万円（前年同期比47.2％減）、経常利益は60百万円（前年同期比

34.4％減）となり減益となりました。四半期純損益につきましては、特別損失として投資有価証券評価

損74百万円を計上したことから、四半期純損失28百万円（前年同期84百万円の四半期純利益）となりま

した。 

部門別の概況は次のとおりであります。 

食肉加工品部門 

食肉加工品部門につきましては、ハム類は新商品を中心に好調に推移しましたが、ソーセージ類の売

上が減少したため減少いたしました。この結果、この部門の売上高は、26億87百万円（前年同期比

2.4％減）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、商品の低価格化の影響と販売不振により減少しました。この

結果、この部門の売上高は11億48百万円（前年同期比4.0％減）となり減少しました。 

食肉部門 

食肉部門につきましては、輸入豚肉及び鶏肉の売上は回復してまいりましたが、国産牛肉及び国産豚

肉の販売不振により減少しました。この結果、この部門の売上高は31億61百万円（前年同期比8.9％

減）となり減少しました。 

その他部門 

その他部門につきましては、物流部門の売上が減少したため、この部門の売上高は、42百万円（前年

同期比4.7％減）となりました。 

  

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71百万円減少し、118億83百万円

となりました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

① 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、98億77百万円とな

りました。これは主に、長期借入金の増加はありましたが、短期借入金が減少したことによるものであ

ります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ40百万円減少し、20億５百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。
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当第１四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15百万円減少し13億41百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は、２億91百万円（前年同期比26.8％増）となりました。これは主に仕

入債務の増加及びその他の負債（主に未払金）の増加によるものであります。 

投資活動の結果支出した資金は、38百万円（前年同期比45.4％増）となりました。これは主に有形固

定資産の取得によるものであります。 

財務活動の結果支出した資金は、２億68百万円（前年同期比200.7％増）となりました。これは主に

短期借入金及び長期借入金の返済によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点において平成22年５月14日に公

表した業績予想の変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。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な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。 

  

連結財務諸表に関する会計基準の適用 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,573,551 1,588,806

受取手形及び売掛金 2,606,590 2,702,062

商品及び製品 1,164,529 1,090,100

仕掛品 144,012 132,341

原材料及び貯蔵品 188,352 164,486

繰延税金資産 158,422 158,367

その他 27,478 23,459

貸倒引当金 △4,063 △5,842

流動資産合計 5,858,875 5,853,781

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,754,868 1,796,493

機械装置及び運搬具（純額） 234,885 245,974

土地 2,666,502 2,671,255

リース資産（純額） 195,024 161,938

その他（純額） 69,444 70,041

有形固定資産合計 4,920,726 4,945,704

無形固定資産 22,358 12,757

投資その他の資産

投資有価証券 825,389 878,236

繰延税金資産 8,213 8,019

その他 265,637 274,229

貸倒引当金 △17,692 △17,671

投資その他の資産合計 1,081,548 1,142,813

固定資産合計 6,024,632 6,101,275

資産合計 11,883,508 11,955,056
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,335,436 2,195,846

短期借入金 3,881,136 4,173,640

リース債務 38,089 31,065

未払法人税等 9,550 58,748

賞与引当金 43,290 128,038

その他 903,490 748,935

流動負債合計 7,210,993 7,336,274

固定負債

長期借入金 1,329,953 1,251,442

リース債務 169,244 140,959

長期未払金 349,528 367,861

退職給付引当金 672,202 666,799

役員退職慰労引当金 97,539 95,158

負ののれん 17,037 19,471

環境対策引当金 10,555 10,555

その他 20,678 20,678

固定負債合計 2,666,738 2,572,925

負債合計 9,877,731 9,909,199

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 371,334 431,105

自己株式 △3,877 △3,877

株主資本合計 2,133,382 2,193,152

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △128,630 △148,297

評価・換算差額等合計 △128,630 △148,297

少数株主持分 1,024 1,002

純資産合計 2,005,776 2,045,857

負債純資産合計 11,883,508 11,955,056
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(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 7,464,888 7,040,235

売上原価 6,102,649 5,754,553

売上総利益 1,362,238 1,285,682

販売費及び一般管理費 1,254,077 1,228,604

営業利益 108,160 57,078

営業外収益

受取利息 31 19

受取配当金 9,294 10,793

補助金収入 3,264 7,083

その他 13,274 11,042

営業外収益合計 25,865 28,939

営業外費用

支払利息 29,045 25,032

過年度退職給付費用 11,685 －

その他 281 －

営業外費用合計 41,012 25,032

経常利益 93,013 60,984

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,055 1,775

特別利益合計 1,055 1,775

特別損失

固定資産除却損 961 5,287

減損損失 469 4,752

投資有価証券評価損 － 74,063

その他 67 2,190

特別損失合計 1,499 86,294

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（△）

92,569 △23,533

法人税、住民税及び事業税 6,916 5,460

法人税等調整額 △4 △55

法人税等合計 6,911 5,405

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △28,938

少数株主利益 730 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） 84,928 △28,960
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

92,569 △23,533

減価償却費 66,273 70,942

減損損失 469 4,752

引当金の増減額（△は減少） △61,438 △78,721

受取利息及び受取配当金 △9,326 △10,813

支払利息 29,045 25,032

固定資産除却損 961 5,287

投資有価証券評価損益（△は益） － 74,063

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,004 △15,487

売上債権の増減額（△は増加） 40,195 95,460

たな卸資産の増減額（△は増加） 84,288 △109,967

仕入債務の増減額（△は減少） △161,238 139,589

その他の資産の増減額（△は増加） 21,867 2,180

その他の負債の増減額（△は減少） 227,481 189,129

その他 △10,664 △13,041

小計 267,482 354,874

利息及び配当金の受取額 9,326 10,813

利息の支払額 △28,102 △25,766

法人税等の支払額 △18,724 △48,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,981 291,568

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 △2,618 △1,743

有形固定資産の取得による支出 △29,418 △23,329

無形固定資産の取得による支出 － △10,000

固定資産の除却による支出 △108 △3,911

貸付けによる支出 △500 △650

貸付金の回収による収入 1,383 774

その他 5,000 672

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,262 △38,188

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） 38,501 △167,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △108,465 △246,993

長期未払金の返済による支出 △18,341 △18,333

配当金の支払額 △18 △28,000

その他 △1,004 △8,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,328 △268,635

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） 114,390 △15,255

現金及び現金同等物の期首残高 1,223,835 1,357,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,338,225 1,341,816
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 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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社グループの取扱う製品等を種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分した結

果、同一事業種類の売上高及び営業利益の金額が、いずれも全セグメントの90％を超えていますの

で、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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社グループは、在外連結子会社及び在外支店がないため、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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

当社及び連結子会社の営む事業は、食肉及び食肉加工品の製造・販売並びにこれに付随する業務で

あり、また、すべての拠点は国内に所在しております。当社及び連結子会社の構成単位のうち、分離

された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期

的に検討を行う対象として報告セグメントとすべきものはありません。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 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】

【セグメント情報】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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