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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 11,300 ― 305 ― 341 ― 182 ―
20年6月期第3四半期 10,646 6.6 438 △16.0 411 △21.5 177 △28.9

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3四半期 32.58 ―
20年6月期第3四半期 31.60 ―

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3四半期 8,447 5,031 59.6 895.98
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3四半期  5,031百万円 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  無  
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  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 15,003 7.4 265 △54.5 367 △36.0 196 △31.0 34.90
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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）  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。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 5,616,135株 20年6月期第3四半期 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済の情勢は、世界的な金融市場の混乱が継続しており、為替の円高

基調や国内外の消費減退による企業の業績悪化は、グローバル企業のみならず様々な業種・業態へ広がりを見せ、

株価や雇用情勢等が低い水準で推移いたしました。 

 鶏肉業界におきましては、昨年来から国内鶏肉相場が堅調であったことを主因として、ブラジル産をはじめとす

る外国産鶏肉の輸入量が増加していることに加え、国内の鶏肉メーカーも生産量を維持したことで荷余り感のある

鶏肉市場となり、消費者の低価格志向と安心・安全志向が交錯する中で、国内鶏肉相場は下落基調で推移いたしま

した。 

 この様な状況下で当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の業績は、鶏肉販売数量が堅調に推移

し、売上高は113億円と前年同期と比べ6億53百万円（6.1％）の増収となりました。 

 一方、 新鋭の肥育農場を稼働させたことに加え、鶏肉加工工場における設備を更新するなど、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、飼料価格等の飼育コスト、包装資材費及び輸送費用等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３億５百万円、経常利益は３億41百万円と前年同期と比べそれぞれ減益となり、四半期純利

益は１億82百万円にとどまりました。 

 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、鶏肉相場が下落基調にある中で、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、飼料原料価格が高値で推移したことにより、売上高は89億91百万円、営業利益は

３億56百万円となりました。 

②加工食品 

 加工食品セグメントは、新規顧客への販路が増加したことに加え、一部の商品において低価格志向に合わせた

商品の開発等が奏功し売上が伸びたことから、売上高は８億74百万円となりましたが、依然として原材料コスト

が高値で推移していたことから、営業利益は３百万円にとどまりました。 

③外食 

 外食セグメントは、ケンタッキー・フライド・チキン及びピザハットのＦＣ店舗を運営しておりますが、キャ

ンペーン商品のヒット等により既存店の売上が伸び、売上高は17億27百万円となりました。しかしながら、４店

舗（ケンタッキー・フライド・チキンのＦＣ店舗）を新規出店したことによる初期費用の発生により、営業利益

は１億41百万円となりました。 

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すが、既存顧客を含めた需要低迷により販売数

量の伸びが鈍化したことから、売上高は85百万円、営業利益は22百万円となりました。 

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３四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３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億11百万円増加し、84億47百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が７億70百万円、有形固定資産が３億36百万円それぞれ増加

し、棚卸資産が７億52百万円、その他流動資産が２億46百万円それぞれ減少したことによるものであります。

（負債） 

 当第３四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１百万円増加し、34億16百万円

となりました。これは主に、未払金が１億46百万円増加したものの、短期借入金が97百万円、長期借入金が97

百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四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１億10百万円増加し、50億31

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１億12百万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３四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。）の残高は11億21百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して５億45百万円増加いたしました。 

 当第３四半期連結累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、14億13百万円の資金増加となりました。これは、法人税等の支払額２億62百万

円あったものの、減価償却費２億５百万円や棚卸資産の減少７億52百万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、６億３百万円の資金減少となりました。これは主に、定期預金の預入による支

出３億３百万円や有形固定資産の取得による支出３億97百万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、２億64百万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１

億94百万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３四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成21年２月６日に公表いたしました業績予想と変

更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成検証したものであり、

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結果となる可能性があります。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 1,589,656 818,846

受取手形及び売掛金 1,070,546 1,076,612

製品 271,792 553,843

原材料 372,084 732,292

仕掛品 224,372 319,345

貯蔵品 13,951 29,638

その他 207,080 453,515

貸倒引当金 △689 △828

流動資産合計 3,748,795 3,983,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 560,631 530,336

工具、器具及び備品（純額） 560,124 345,840

土地 2,764,283 2,764,283

その他（純額） 237,930 146,342

有形固定資産合計 4,122,971 3,786,802

無形固定資産 22,014 25,939

投資その他の資産 554,216 540,043

固定資産合計 4,699,202 4,352,785

資産合計 8,447,998 8,336,050

負債の部   

流動負債   

買掛金 336,519 369,020

短期借入金 153,500 251,000

未払金 990,797 844,563

未払法人税等 88,491 137,918

賞与引当金 87,834 －

その他 318,155 290,060

流動負債合計 1,975,298 1,892,563

固定負債   

社債 499,800 499,800

長期借入金 251,500 348,500

退職給付引当金 267,100 276,190

役員退職慰労引当金 125,148 117,955

その他 297,183 279,700

固定負債合計 1,440,733 1,522,145

負債合計 3,416,031 3,414,709
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 4,105,030 3,992,269

自己株式 △1,034 △1,034

株主資本合計 4,984,705 4,871,944

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41,946 49,397

繰延ヘッジ損益 5,315 －

評価・換算差額等合計 47,261 49,397

純資産合計 5,031,967 4,921,341

負債純資産合計 8,447,998 8,336,050
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（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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,300,377

売上原価 8,276,118

売上総利益 3,024,259

販売費及び一般管理費 2,719,137

営業利益 305,121

営業外収益  

受取利息 2,206

受取配当金 2,434

為替差益 41,517

その他 20,905

営業外収益合計 67,064

営業外費用  

支払利息 12,018

持分法による投資損失 17,862

その他 1,009

営業外費用合計 30,890

経常利益 341,295

特別損失  

固定資産除却損 2,016

固定資産売却損 29

特別損失合計 2,045

税金等調整前四半期純利益 339,249

法人税、住民税及び事業税 209,161

法人税等調整額 △52,874

法人税等合計 156,287

四半期純利益 182,962
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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 339,249

減価償却費 205,876

賞与引当金の増減額（△は減少） 87,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,089

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,193

受取利息及び受取配当金 △4,641

支払利息 12,018

持分法による投資損益（△は益） 17,862

売上債権の増減額（△は増加） 6,065

たな卸資産の増減額（△は増加） 752,919

その他の流動資産の増減額（△は増加） 270,062

仕入債務の増減額（△は減少） △32,500

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,525

その他 △26,855

小計 1,664,520

利息及び配当金の受取額 4,354

利息の支払額 △11,593

その他の収入 20,526

その他の支出 △1,009

法人税等の支払額 △262,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,413,954

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 △303,000

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 △397,676

貸付けによる支出 △65,700

貸付金の回収による収入 108,510

その他 △23,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △603,698

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 △194,500

配当金の支払額 △70,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 545,609

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 1,121,656
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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ＫＦＣ店舗とＰＨ店舗のＦＣ事業 

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３四半期連結累計期間  223,376千円 

〔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７月１日 至平成21年３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３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３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 8,646,497 874,291 1,727,929 51,659 11,300,377 － 11,300,377 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
345,330 183 － 33,383 378,896 (378,896) － 

計 8,991,827 874,474 1,727,929 85,042 11,679,274 (378,896) 11,300,377 

営業利益 356,722 3,983 141,791 22,063 524,560 (219,438) 305,121 
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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 

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 10,646,505 

Ⅱ 売上原価 7,441,554 

売上総利益 3,204,951 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,766,175 

営業利益 438,775 

Ⅳ 営業外収益 83,795 

Ⅴ 営業外費用 110,987 

持分法による投資損失 82,834 

その他 28,153 

経常利益 411,583 

Ⅵ 特別損失 9,680 

税金等調整前四半期純利益 401,902 

税金費用 224,451 

四半期純利益 177,450 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年６月期 
第３四半期） 

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 

401,902 

減価償却費 182,619 

持分法による投資損益
（益：△） 

82,834 

売上債権の増減額（増
加：△） 

△22,213 

棚卸資産の増減額（増
加：△） 

△250,226 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

76,232 

その他 101,403 

小計 572,552 

法人税等の支払額 △331,419 

その他 23,648 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

264,782 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

貸付けによる支出 △100,450 

貸付金の回収による収入 63,141 

その他 △74,119 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△111,428 

Ⅲ 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 

△223,375 

配当金の支払額 △70,191 

その他 305,000 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

11,433 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額（減少：△） 

164,787 

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四
半期末残高 

644,059 
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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〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

 
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 8,081,455 828,186 1,661,288 75,575 10,646,505 － 10,646,505 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
331,074 344 － 21,517 352,936 (352,936) － 

計 8,412,530 828,530 1,661,288 97,092 10,999,441 (352,936) 10,646,505 

営業費用 7,730,399 860,640 1,607,203 73,216 10,271,459 (63,730) 10,207,729 

営業利益又は営業損失（△） 682,130 △32,109 54,084 23,875 727,981 (289,206) 438,775 

－ 12 －

株式会社アクシーズ（１３８１）平成21年６月期　第３四半期決算短信

－ 12 －


