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

22年3月期第3四半期 3,333 △0.9 61 337.9 51 107.0 46 ―
21年3月期第3四半期 3,364 8.2 13 △74.3 24 △58.5 1 △97.1

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3四半期 11.15 ―
21年3月期第3四半期 0.26 ―

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3四半期 3,892 1,311 33.7 314.27
21年3月期 3,757 1,283 33.9 305.30

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,311百万円 21年3月期  1,274百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 3.00

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 4,450 0.4 91 216.4 75 71.8 40 270.7 9.58



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、４ページ【定性的情報・財務諸表】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 
上記の業績予想は、現時点で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、様々な要因によって大きく異なる場合があります。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 4,179,000株 21年3月期  4,179,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,639株 21年3月期  3,189株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 4,175,167株 21年3月期第3四半期 4,175,811株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済対策による効果やアジア向けをメインとした輸出

の持ち直し等により、一部に回復の兆しがみえたものの、雇用の回復の遅れ、円高の進行、株安の影響などにより、

個人消費も低迷するなど大変厳しい中で推移いたしました。 

 食品業界におきましては、原材料の価格高騰はやや落ち着いたものの、景気の悪化に伴う消費者の生活防衛意識の

高まりにより、低価格商品へのシフトが継続し、消費の低迷が深刻化する状況となりました。 

 一方、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社につきましては、品質や安全に対する厳格な

取り組みや、食料自給率向上や環境問題に取り組む姿勢が、多くの消費者の支持を集めており、引き続き堅調に会員

数を伸ばしている様子であります。しかしながら、夏以降、不況とデフレの波は安心・安全な食のマーケットにも及

んでおり、当社グループにつきましても、主力の鶏肉と鶏卵の利用高が前年を割り込み、売上高は前年同期比で微減

となりました。 

 利益面につきましては、前年度の飼料価格高騰に伴い進めてきた商品の値上げの浸透により、販売単価が前年同期

を上回ったことが増益要因となりました。また、内部統制監査対応に伴う経費や役員退職慰労引当金の積み増し額が

前年同期を下回ったこと等により、販売費及び一般管理費を削減することができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は33億33百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は61百万円

（前年同期比337.9％増）、経常利益は51百万円（前年同期比107.0％増）、四半期純利益は46百万円（前年同期比

4169.0％増）となりました。 

   

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 （製造卸売事業） 

鶏肉について、夏以降需要が低迷しておりますが、冷凍加工食品の売上げが引き続き増加したことと、販売単価

が前年同期を上回ったことが増益要因となりました。 

この結果、製造卸売事業の売上は28億38百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は２億27百万円（前年同期比

22.1％増）となりました。 

  

 （宅配事業） 

 当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、客単価は引

き続き前年を上回りましたが、会員数が前年同期を下回ったため、売上高は減少いたしました。利益面につきまして

は、前年度から進めてきた業務の見直しによる人件費の圧縮等により販売費及び一般管理費が減少し、収支の改善が

進みました。 

 一方、９月より既存の牛乳宅配事業を移管の上、新規事業としてスタートした牛乳宅配サービス「クリム」につき

ましては、その立ち上げと商品開発等の先行投資に伴い、販売費及び一般管理費の増加要因となりました。 

 この結果、「スマイル生活」「クリム」を合算した宅配事業の売上高は、４億95百万円（前年同期比4.9％減）、

営業損失は11百万円（前年同期は７百万円の損失）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億34百万円増加し、38億92百万円と

なりました。これは主に売掛金が１億60百万円、仕掛品が45百万円増加したことによるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億５百万円増加し、25億80百万円となりました。これは主に長

期借入金が68百万円、買掛金が41百万円増加したことによるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ28百万円増加し、13億11百万円となりました。 

  

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

９百万円減少し、６億５百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は35百万円（前年同期は30百万円の支出）になりました。 

 これは主として、税金等調整前四半期純利益（46百万円）、減価償却費（１億１百万円）、仕入債務の増加（41

百万円）、未収入金の増加（35百万円）等から、売上債権の増加（１億60百万円）、たな卸資産の増加（61百万

円）等を控除したことによるものです。 

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



 なお、売上債権の増加につきましては、当社の売上は最需要期である12月が１年で一番多いため、３月末と比べ

て増加したこと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） 

 投資活動の結果支出した資金は１億23百万円（前年同期は１億５百万円の支出）になりました。 

 これは主として、有形固定資産の取得による支出（１億８百万円）、貸付けによる支出（54百万円）から、貸付金

の回収による収入（43百万円）を控除したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は78百万円（前年同期は29百万円の支出）になりました。 

 これは主として、長期借入れによる収入（２億円）から長期借入金の返済による支出（１億３百万円）等を控除し

たことによるものであります。 

  

  平成22年３月期の業績予想につきましては、現在、概ね予想通りに推移しているため、平成21年５月20日に公表

 いたしました業績予想に変更はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性が低下していることが明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②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。 

③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 

 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等を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 また、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ため、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。  

  

①前第３四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入

額」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしており

ます。 

 なお、前第３四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は124千円であり

ます。 

②連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を主に９年としておりましたが、法人税法の改正を契機と

して資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より主に10年に変更しております。  

 この変更に伴う影響額は軽微であります。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 584,630 603,856

受取手形及び売掛金 638,795 478,580

有価証券 20,415 10,403

商品及び製品 103,706 101,704

仕掛品 271,333 226,128

原材料及び貯蔵品 52,618 37,921

その他 322,013 312,406

貸倒引当金 △745 △1,073

流動資産合計 1,992,768 1,769,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 690,292 708,948

土地 668,471 668,471

その他（純額） 208,194 241,319

有形固定資産合計 1,566,958 1,618,740

無形固定資産   

のれん 60,196 70,592

その他 21,746 26,036

無形固定資産合計 81,942 96,628

投資その他の資産 250,374 272,378

固定資産合計 1,899,275 1,987,747

資産合計 3,892,043 3,757,675

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 392,398 351,050

短期借入金 1,300,000 1,300,000

未払法人税等 4,999 14,297

賞与引当金 13,982 29,429

その他 383,461 366,302

流動負債合計 2,094,842 2,061,080

固定負債   

長期借入金 274,426 206,031

退職給付引当金 148,838 141,456

役員退職慰労引当金 42,192 40,234

その他 19,848 25,574

固定負債合計 485,305 413,297

負債合計 2,580,147 2,474,378



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 554,541

利益剰余金 43,517 5,309

自己株式 △3,163 △2,525

株主資本合計 1,309,045 1,271,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,850 3,423

評価・換算差額等合計 2,850 3,423

少数株主持分 － 8,397

純資産合計 1,311,896 1,283,297

負債純資産合計 3,892,043 3,757,675



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,364,172 3,333,748

売上原価 2,648,502 2,577,186

売上総利益 715,669 756,561

販売費及び一般管理費 701,698 695,379

営業利益 13,971 61,182

営業外収益   

受取利息 4,193 3,103

受取配当金 546 805

補填金収入 22,748 616

負ののれん償却額 － 1,692

その他 5,907 4,564

営業外収益合計 33,394 10,782

営業外費用   

支払利息 22,334 20,766

その他 350 111

営業外費用合計 22,685 20,878

経常利益 24,680 51,085

特別利益   

固定資産売却益 1,060 431

貸倒引当金戻入額 － 299

その他 224 －

特別利益合計 1,284 731

特別損失   

固定資産売却損 364 2,168

固定資産除却損 1,607 2,884

投資有価証券評価損 8,410 －

特別損失合計 10,381 5,053

税金等調整前四半期純利益 15,583 46,763

法人税、住民税及び事業税 7,259 5,190

法人税等調整額 6,527 △5,256

法人税等合計 13,787 △65

少数株主利益 705 269

四半期純利益 1,090 46,559



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 15,583 46,763

減価償却費 106,361 101,955

のれん償却額 10,395 8,703

貸倒引当金の増減額（△は減少） △116 △347

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,724 △15,447

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,200 7,381

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,834 1,957

受取利息及び受取配当金 △4,739 △3,909

支払利息 22,334 20,766

有形固定資産売却損益（△は益） △695 1,737

有形固定資産除却損 1,607 2,884

投資有価証券評価損益（△は益） 8,410 －

売上債権の増減額（△は増加） △155,050 △160,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,019 △61,903

未収入金の増減額（△は増加） △45,045 35,598

仕入債務の増減額（△は減少） 69,168 41,348

その他 8,868 40,823

小計 9,372 68,096

利息及び配当金の受取額 4,467 3,892

利息の支払額 △21,758 △20,480

法人税等の支払額 △22,482 △15,804

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,400 35,703

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 △95,533 △108,268

有形固定資産の売却による収入 3,010 4,495

投資有価証券の取得による支出 △15,000 －

子会社株式の取得による支出 － △6,975

貸付けによる支出 △19,760 △54,900

貸付金の回収による収入 32,573 43,408

ソフトウエアの取得による支出 △10,888 △250

その他 △275 △1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,873 △123,894

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） △180,000 －

長期借入れによる収入 236,400 200,000

長期借入金の返済による支出 △77,902 △103,599

自己株式の取得による支出 － △638

配当金の支払額 － △8,490

その他 △8,122 △8,293

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,624 78,977



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,898 △9,213

現金及び現金同等物の期首残高 783,463 614,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 617,564 605,046



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、業務の専門性及び業態を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商・製品 

３．会計方針の変更 

前第３四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４（３）②に記載のとおり、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 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴う影響額

は軽微であります。 

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高がないため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〕

  
製造卸売事業 
（千円） 

宅配事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,843,432  520,739  3,364,172  －  3,364,172

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 92,946  2,652  95,598 (95,598)  －

計  2,936,378  523,391  3,459,770 (95,598)  3,364,172

営業利益又は営業損失（△）  186,125  △7,269  178,855 (164,884)  13,971

  
製造卸売事業 
（千円） 

宅配事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,838,601  495,147  3,333,748  －  3,333,748

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 87,375  3,591  90,966 (90,966)   －

計  2,925,976  498,739  3,424,715 (90,966)   3,333,748

営業利益又は営業損失（△）  227,171  △10,967  216,204 (155,021)   61,182

事業区分 主要な商・製品 

製造卸売事業 健康食肉 健康加工食品 健康鶏卵 健康牛乳 

宅配事業 
健康食肉 健康加工食品 健康鶏卵 健康牛乳 

有機農産物 一般健康食品等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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