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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7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6月期第2四半期 7,928 9.2 337 1.9 428 16.3 268 37.1
20年6月期第2四半期 7,262 6.4 331 3.0 368 13.8 196 21.6

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6月期第2四半期 47.85 ―
20年6月期第2四半期 34.91 ―

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6月期第2四半期 8,673 5,105 58.9 909.13
20年6月期 8,336 4,921 59.0 876.29

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  5,105百万円 20年6月期  4,921百万円

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  有  

  平成21年６月期期末配当金の内訳 
  普通配当12円50銭 創立60周年記念配当2円50銭  

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6月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  有   

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 15,003 7.4 265 △54.5 367 △36.0 196 △31.0 34.90

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．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の実績に与える不確実な要因にかかる本資料発表日現在における仮定を前提としてお
り、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と大きく異なる結果となる可能性があります。 
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。 
３．本発表にあわせて、通期の業績予想を修正しております。詳細は、平成21年２月６日発表の「平成21年６月期通期の業績予想の修正に関するお知らせ」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 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6月期第2四半期  5,617,500株 20年6月期  5,617,500株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  1,365株 20年6月期  1,365株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  5,616,135株 20年6月期第2四半期  5,616,135株
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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２四半期連結会計累計期間におけるわが国経済は、続騰していた原油等の資源・エネルギー価格が落ち着き

を見せたものの、米国のサブプライムローン問題をきっかけとしたリーマンブラザーズの破綻に象徴される世界的

な金融危機や景気後退等の影響を受け、株式市場における株価の下落や急激な円高による輸出企業の大幅な業績悪

化、更には雇用情勢が急激に悪化したことにより個人消費も低迷するなど、企業は未曾有の経済環境に直面してお

り、景気の後退が顕著なものになりました。 

 このような状況におきまして、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の業績は、国内鶏肉相場

が下落基調にあったものの、鶏肉販売数量が堅調に推移したことにより、売上高は79億28百万円と前年同期と比べ

６億65百万円（9.2％）の増収となりました。 

 一方、 新鋭の設備を持つ肥育農場を稼働させるとともに、当社グループの強みであるインテグレーション（飼

料製造からブロイラーの飼育、鶏肉製造加工までの一貫生産体制）内において効率化を図る取り組みによる経費削

減を推進しております。また、近年新規出店した外食店舗の初期投資コストの回収が進み、収益に貢献してまいり

ました。 

 しかしながら、飼料原料価格が依然として高止まりを見せる中、飼料価格等の飼育コストの増加による原価率の

上昇を吸収することができず、営業利益は３億37百万円と前年同期と比べ６百万円（1.9％）の増益にとどまりま

した。また、持分法適用関係会社の投資利益等が貢献し、経常利益は４億28百万円と前年同期と比べ60百万円（1

6.3％）、四半期純利益は２億68百万円と前年同期と比べ72百万円（37.1％）とそれぞれ増益となりました。 

 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。 

①鶏肉 

 鶏肉セグメントは、需要時期における鶏肉相場が下落基調の中で、安心・安全を求める消費者志向による国産

鶏肉の引き合いが強く売上が伸びたものの、飼料原料価格が依然として高値で推移したことにより、売上高は63

億75百万円、営業利益は４億１百万円となりました。 

②加工食品 

 加工食品セグメントは、新規顧客による販路が拡大し売上が伸びたことから、売上高は６億37百万円となり、

営業損失は16百万円にとどまりました。 

③外食 

 外食セグメントは、日本ケンタッキー・フライド・チキンのＦＣ店舗及びピザハットのＦＣ店舗の運営におい

て、ポスティングによる認知度向上と顧客拡大に努めておりましたが、個人消費の低迷等から売上高は11億22百

万円となりました。なお、近年新規出店した外食店舗の初期投資コストの回収が進み、営業利益は88百万円とな

りました。 

④その他 

 その他セグメントは、新規の顧客及び販路拡大に努めておりましたが、販売数量の伸びが鈍化したことから、

売上高は51百万円、営業利益は16百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

 当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下のとおりとなりました。 

（資産） 

 当第２四半期連結会計累計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億37百万円増加し、86億

73百万円となりました。これは主に、短期貸付金が57百万円減少したものの、売掛金が７億55百万円増加した

こと等により流動資産が２億46百万円増加し、また、新規農場建設により有形固定資産が94百万円増加したこ

と等によるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億52百万円増加し、35億67百

万円となりました。これは主に、持分法適用に伴う負債が59百万円減少したものの、未払金が１億96百万円、

未払費用が30百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億84百万円増加し、51億５

百万円となりました。これは主に、四半期純利益の増加により利益剰余金が１億98百万円増加したことによる

ものであります。 
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（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。）の残高は787百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して211百万円増加いたしました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金収支は、542百万円の資金増加となりました。これは主に、棚卸資産の減少566百万円等

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） 

 投資活動による資金収支は、123百万円の資金減少となりました。これは、定期預金の払戻しによる収入77

百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出222百万円等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） 

 財務活動による資金収支は、208百万円の資金減少となりました。これは主に、長期借入金の約定返済138百

万円等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２四半期累計期間における鶏肉事業において、安心・安全を求める消費者志向による国産鶏肉の引き合いは強

いものの、ブラジル産をはじめとする輸入鶏肉製品が増加傾向にある状況を踏まえ、通期における今後の国内鶏肉相

場の推移を当初の計画より安値へ修正することにより、売上高は15,003百万円と前回予想より下回る見込みでありま

す。 

 一方、費用につきましては、飼料原料価格が当初の計画より高値での推移している状況を踏まえ、通期においても

当初の計画より高値で推移することに修正いたします。また、外食事業においては当期第３四半期会計期間に店舗の

新規出店を行なう計画を組み入れることにより、営業利益が減少いたします。従いまして、営業利益は265百万円、経

常利益は367百万円、そして当期純利益は196百万円と前回予想より下回る見込みであります。 

 なお、平成20年８月８日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

前回発表予想（Ａ） 15,734 527 447 241 

今回修正予想（Ｂ） 15,003 265 367 196 

増減額（Ｂ－Ａ） △193 △262 △80 △45 

増減率（％） △4.6 △49.7 △17.9 △18.7 

前期実績 13,963 583 573 284 
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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 

 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ついては、前連結会計年度以降に経営環境及び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

ングを使用しております。 

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 

 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。 
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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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 982,335 818,846

受取手形及び売掛金 1,833,287 1,076,612

製品 172,439 553,843

原材料 606,017 732,292

仕掛品 267,944 319,345

貯蔵品 22,491 29,638

その他 346,094 453,515

貸倒引当金 △676 △828

流動資産合計 4,229,935 3,983,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 558,200 530,336

工具、器具及び備品（純額） 435,874 345,840

土地 2,764,283 2,764,283

その他（純額） 123,262 146,342

有形固定資産合計 3,881,620 3,786,802

無形固定資産 23,285 25,939

投資その他の資産 538,644 540,043

固定資産合計 4,443,550 4,352,785

資産合計 8,673,486 8,336,050

負債の部   

流動負債   

買掛金 448,763 369,020

短期借入金 179,750 251,000

未払金 1,041,487 844,563

未払法人税等 148,319 137,918

その他 349,627 290,060

流動負債合計 2,167,948 1,892,563

固定負債   

社債 499,800 499,800

長期借入金 281,750 348,500

退職給付引当金 276,022 276,190

役員退職慰労引当金 122,470 117,955

その他 219,713 279,700

固定負債合計 1,399,756 1,522,145

負債合計 3,567,704 3,414,709
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（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 452,370 452,370

資本剰余金 428,340 428,340

利益剰余金 4,190,801 3,992,269

自己株式 △1,034 △1,034

株主資本合計 5,070,476 4,871,944

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,668 49,397

繰延ヘッジ損益 △6,363 －

評価・換算差額等合計 35,305 49,397

純資産合計 5,105,781 4,921,341

負債純資産合計 8,673,486 8,336,050
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（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,928,483

売上原価 5,773,414

売上総利益 2,155,068

販売費及び一般管理費 1,817,556

営業利益 337,512

営業外収益  

受取利息 1,535

受取配当金 2,016

持分法による投資利益 59,734

為替差益 23,659

その他 13,259

営業外収益合計 100,205

営業外費用  

支払利息 8,225

その他 1,009

営業外費用合計 9,234

経常利益 428,483

特別損失  

固定資産除却損 1,274

固定資産売却損 29

特別損失合計 1,303

税金等調整前四半期純利益 427,179

法人税、住民税及び事業税 145,901

法人税等調整額 12,545

法人税等合計 158,446

四半期純利益 268,733
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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利益 427,179

減価償却費 120,307

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,514

受取利息及び受取配当金 △3,552

支払利息 8,225

持分法による投資損益（△は益） △59,734

売上債権の増減額（△は増加） △756,675

たな卸資産の増減額（△は増加） 566,225

その他の流動資産の増減額（△は増加） 40,257

仕入債務の増減額（△は減少） 79,742

その他の流動負債の増減額（△は減少） 258,128

その他 △20,032

小計 664,420

利息及び配当金の受取額 3,457

利息の支払額 △7,908

その他の収入 12,771

その他の支出 △1,009

法人税等の支払額 △128,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 542,742

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △30,000

定期預金の払戻による収入 77,800

有形固定資産の取得による支出 △222,932

貸付けによる支出 △11,200

貸付金の回収による収入 68,800

その他 △5,878

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,410

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △138,000

配当金の支払額 △70,042

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,288

現金及び現金同等物の期首残高 576,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 787,335
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 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７月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

（1）事業区分の方法…製品の種類別区分によっております。 

（2）各区分に属する主要な製品の名称 

① 鶏肉事業  …鶏肉の非加工品 

② 加工食品事業…鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品 

③ 外食事業  …日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイジー経営 

④ その他の事業…複合材であるシラスバルーン、土壌改良剤、飼料原料等に使用されるゼオライト及び無

化学肥料減農薬野菜 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当社の管理部門に係る費用でありま

す。 

当第２四半期連結累計期間  155,228千円 

〔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７月１日 至平成20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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高はないため、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 

 該当事項はありません。 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（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 6,132,687 637,268 1,122,873 35,654 7,928,483 － 7,928,483 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
242,712 183 － 15,378 258,273 (258,273) － 

計 6,375,400 637,451 1,122,873 51,032 8,186,757 (258,273) 7,928,483 

営業利益又は営業損失（△） 401,570 △16,077 88,065 16,556 490,115 (152,603) 337,512 
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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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   7,262,593 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,042,687 69.4 

売上総利益   2,219,905 30.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,888,566 26.0 

営業利益   331,339 4.6 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,660     

２．受取配当金 1,885     

３．匿名組合投資収益 51,468     

４．補助金収入 1,968     

５．受取社宅使用料 3,643     

６．その他 9,104 69,730 1.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 8,818     

２．為替差損 787     

３．持分法による投資損失 22,516     

４．その他 572 32,696 0.5 

経常利益   368,373 5.1 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産除却損 796     

２．固定資産売却損 161     

３．減損損失 1,082     

４．店舗閉鎖損失 6,109 8,150 0.1 

税金等調整前中間純利益   360,223 5.0 

法人税、住民税及び事業
税 

142,313     

法人税等調整額 21,866 164,179 2.3 

中間純利益   196,043 2.7 

       

株式会社アクシーズ（１３８１）平成21年６月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



（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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

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 360,223 

減価償却費 119,834 

減損損失 1,082 

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

301 

役員賞与引当金の増減額
（減少：△） 

△7,500 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

467 

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△） 

5,634 

受取利息及び受取配当金 △3,546 

その他営業外収益 △66,184 

支払利息 8,818 

持分法による投資損益
（益：△） 

22,516 

その他営業外費用 141 

有形固定資産除売却損益
（益：△） 

958 

売上債権の増減額（増
加：△） 

△473,906 

棚卸資産の増減額（増
加：△） 

204,421 

前払費用の増減額（増
加：△） 

△29,045 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

30,242 

その他固定資産の増減額
（増加：△） 

160 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

53,726 

未払金の増減額（減少：
△） 

62,585 

未払費用の増減額（減
少：△） 

29,979 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

3,296 

小計 324,209 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

利息及び配当金の受取額 3,891 

利息の支払額 △8,802 

賃貸料の受取額 3,390 

その他の営業活動収入 11,072 

その他の営業活動支出 △141 

法人税等の還付額 4,594 

法人税等の支払額 △198,840 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

139,373 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

定期預金の預入による支
出 

△242,800 

定期預金の払戻による収
入 

242,800 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△112,838 

有形固定資産の売却によ
る収入 

36 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△5,875 

貸付けによる支出 △100,300 

貸付金の回収による収入 57,768 

匿名組合出資返還による
収入 

51,468 

その他の投資活動支出 △2,414 

その他の投資活動収入 21,173 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△90,982 

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 305,000 

長期借入金の返済による
支出 

△141,875 

配当金の支払額 △70,168 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

92,956 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

141,347 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

479,272 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

620,619 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

（1）事業区分の方法…製品の種類別区分によっております。 

（2）各区分に属する主要な製品の名称 

① 鶏肉事業  …鶏肉の非加工品 

② 加工食品事業…鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品 

③ 外食事業  …日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社のフランチャイジーと郷土料理店舗の経

営 

④ その他の事業…複合材であるシラスバルーン、土壌改良剤、飼料原料等に使用されるゼオライト及び無

化学肥料減農薬野菜 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、当社の管理部門に係る費用でありま

す。 

前中間連結会計期間  148,108千円 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
鶏肉事業 
（千円） 

加工食品事業
（千円） 

外食事業 
（千円） 

その他の事業
（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 5,463,897 588,212 1,155,557 54,925 7,262,593 － 7,262,593 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
203,004 344 － 14,947 218,296 (218,296) － 

計 5,666,902 588,556 1,155,557 69,873 7,480,889 (218,296) 7,262,593 

営業費用 5,261,390 589,948 1,099,116 53,610 7,004,066 (72,812) 6,931,254 

営業利益又は営業損失（△） 405,511 △1,392 56,441 16,262 476,822 (145,483) 331,339 
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