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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9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6月期第1四半期 3,551 3.1 88 △50.8 133 △37.1 91 △30.5
21年6月期第1四半期 3,445 ― 180 ― 212 ― 131 ―

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6月期第1四半期 16.32 ―
21年6月期第1四半期 23.48 ―

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6月期第1四半期 8,356 5,174 61.9 921.38
21年6月期 8,247 5,171 62.7 920.77

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  5,174百万円 21年6月期  5,171百万円

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
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6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

7,302 △7.9 182 △45.9 202 △52.8 109 △59.4 19.43

通期 14,302 △3.4 357 △17.3 376 △27.1 203 △34.4 36.23
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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  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
 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業績に影響を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。 

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6月期第1四半期 5,617,500株 21年6月期  5,617,500株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  1,365株 21年6月期  1,365株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 5,617,500株 21年6月期第1四半期 5,617,500株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、年初以降、海外景気の回復や経済対策効果等により持ち直し傾

向を辿っておりましたが、持ち直しのテンポは回復初期に比べると徐々に緩やかになってきました。また、雇用・所

得環境が引き続き厳しい状態にあり、失業率が過去最高水準であることに加え、政権交代に伴い公共事業の見直しが

進められるなど、内需を主体とする景気回復は期待しにくい状況にあり、景気低迷が長期化の様相を呈しておりま

す。 

 鶏肉業界におきましては、個人消費が低迷する中、ブラジル産等の輸入鶏肉の増加で荷余りの状況が続き、国内鶏

肉相場は前年同四半期に比べ軟調に推移いたしました。一方、飼料用穀物につきましては、主原料であるとうもろこ

しが、アメリカでの豊作予想に加え、原油等その他の商品相場の下落もあり、前年同四半期に比べ弱含みの市況環境

で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、消費者の健康志向ニーズに即応し、「安全・

安心」で「美味しい」当社の特別飼育鶏（抗生物質・抗菌製剤無投与飼育された鶏）「薩摩ハーブ悠然どり」の品質

優位性が多くのお取引先から支持をいただいたことにより、鶏肉製品の需要は増加いたしました。また、外食事業は

キャンペーンのヒットにより既存店ベースの売上が増加いたしました。 

 一方、最新鋭の肥育農場の稼動や種鶏農場の飼育環境をコントロールする鶏舎環境制御システムを改良したことに

より生産性が向上し、製造原価低減につながりましたが、依然として飼料価格が高止まりしていること、また、鶏肉

増産に向けた人員の確保により組織構成員が増え、適正な人員配置のバランスがとれず、労務費を中心に製造コスト

が増加したこと等により減益となりました。 

 以上のことから、売上高は35億51百万円（前年同四半期比3.1％増）と増収となり、営業利益88百万円（同50.8％

減）、経常利益1億33百万円（同37.1％減）とそれぞれ減益となりましたが、四半期純利益は91百万円（同30.5％

減）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 

 食の安全・安心を求める消費者ニーズと合致したこともあり販売数量は増加したものの、鶏肉相場の下落幅を補

完しきれず減収となりました。一方、鶏の飼育環境をコントロールする鶏舎環境制御システムを装備した最新鋭の

肥育農場を稼動させたことに加え、種鶏農場の設備更新、さらに製造工場での歩留向上に向けた取組みが、製品の

高付加価値化につながり、製造効率が向上し原価低減となりました。しかしながら、飼料価格が高止まりしている

こと、今後の増産を見据えた早期の人員確保により労務費が増加したこと等により、減益の要因となりました。 

 この結果、売上高は26億94百万円（前年同四半期比3.2％減）、営業利益は１億14百万円（同59.4％減）となり

ました。 

②加工食品 

 当社の加工食品は、製造工場が鶏肉製造工場に隣接している利点を活かし、安全、安心な当社鶏肉をその日のう

ちに新鮮なままで加工する、いわゆるワンフローズン加工により製造しており、その品質優位性をアピールしてお

りますが、ここ数年の売上の伸びは鈍化しております。これまでの業務用主体からお客様が量販店で購入しやすい

個袋タイプへのアイテムの見直しと製造効率の追求を実施いたしました。 

 この結果、売上高は２億68百万円（前年同四半期比4.8％減）、営業利益は９百万円となりました。 

③外食 

 キャンペーンが好調であったことに加え、近年、大型商業施設内に新規出店したことで集客力が高く、売上の伸

びにつながりました。また、コスト削減強化により収益基盤の効率化を図りました。さらに、当第１四半期連結会

計期間に、３店舗（ケンタッキー・フライド・チキンのＦＣ店舗）を新規出店いたしました。 

 この結果、売上高は６億49百万円（前年同四半期比28.7％増）、営業利益は15百万円（同44.8％増）となりまし

た。 

④その他 

 既存顧客を含めた需要が減退しているため、販路の拡大に努めておりますが、販売数量を伸ばせず減収減益とな

りました。 

 この結果、売上高は23百万円（前年同四半期比13.7％減）、営業利益は7百万円（同15.1％減）となりました。 

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
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（１）財政状態の変動状況  

 当第１四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１四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１億８百万円増加し、83億56百

万円となりました。これは主に、たな卸資産が90百万円、外食店舗の新規出店によるのれんが20百万円それぞ

れ増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

 当第１四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１億５百万円増加し、31億81百

万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が39百万円、持分法適用に伴う負債が40百万円減少した

ものの、前受金が２億20百万円、未払費用が34百万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１四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３百万円増加し、51億74百万

円となりました。これは主に、配当金の支払84百万円、四半期純利益90百万円の計上によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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11億22百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して28百万円減少いたしました。 

 当第１四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、 百万円の資金増加（前年同期は１億14百万円の資金増加）となりました。こ

れは、たな卸資産の増加が 百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益１億 百万円や仕入債務の増加

百万円があったこと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、 百万円の資金増加（前年同期は 百万円の資金減少）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出 百万円や貸付けによる支出が14百万円あったものの、収用補償金の受取

額が 百万円あったこと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、１億 百万円の資金減少（前年同期は１億 百万円の資金減少）となりまし

た。これは、配当金の支払額 百万円と、長期借入金の返済による支出 百万円があったことによるものであ

ります。 

 当第１四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８月７日に公表しました業績予想と変更はあ

りません。  

 該当事項はありません。  

①簡便な会計処理 

 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。  

  

 該当事項はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,465,997 1,494,726

受取手形及び売掛金 1,079,393 1,058,618

製品 247,438 228,748

仕掛品 211,198 192,240

原材料及び貯蔵品 566,233 513,705

その他 228,349 184,026

貸倒引当金 △511 △721

流動資産合計 3,798,100 3,671,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,669 494,004

工具、器具及び備品（純額） 573,701 608,419

土地 2,758,696 2,758,696

その他（純額） 120,447 123,694

有形固定資産合計 3,951,515 3,984,815

無形固定資産 55,468 34,830

投資その他の資産 551,418 556,917

固定資産合計 4,558,402 4,576,563

資産合計 8,356,502 8,247,907

負債の部   

流動負債   

買掛金 374,737 328,831

1年内償還予定の社債 499,800 499,800

1年内返済予定の長期借入金 121,000 127,250

未払金 899,670 911,637

未払法人税等 75,731 83,536

賞与引当金 139,332 －

その他 329,345 254,952

流動負債合計 2,439,615 2,206,007

固定負債   

長期借入金 191,000 221,250

退職給付引当金 243,101 261,439

役員退職慰労引当金 88,487 127,826

その他 219,700 260,195

固定負債合計 742,289 870,711

負債合計 3,181,905 3,076,719
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,239,853 4,232,442

自己株式 △1,034 △1,034

株主資本合計 5,119,528 5,112,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,651 57,963

繰延ヘッジ損益 △1,582 1,107

評価・換算差額等合計 55,068 59,071

純資産合計 5,174,597 5,171,188

負債純資産合計 8,356,502 8,247,907
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,445,299 3,551,291

売上原価 2,378,168 2,485,852

売上総利益 1,067,130 1,065,438

販売費及び一般管理費 886,773 976,650

営業利益 180,356 88,787

営業外収益   

受取利息 1,154 605

受取配当金 1,232 1,282

持分法による投資利益 33,950 40,368

その他 4,690 6,128

営業外収益合計 41,027 48,385

営業外費用   

支払利息 4,181 3,206

為替差損 4,279 －

その他 24 138

営業外費用合計 8,484 3,344

経常利益 212,900 133,828

特別損失   

固定資産除却損 63 －

固定資産売却損 29 －

減損損失 － 1,710

特別損失合計 93 1,710

税金等調整前四半期純利益 212,807 132,118

法人税、住民税及び事業税 109,660 75,816

法人税等調整額 △28,694 △35,351

法人税等合計 80,966 40,465

四半期純利益 131,840 91,653
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９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 212,807 132,118

減価償却費 50,818 84,862

減損損失 － 1,710

賞与引当金の増減額（△は減少） 129,303 139,332

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,003 △18,337

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,836 △39,339

受取利息及び受取配当金 △2,386 △1,887

支払利息 4,181 3,206

持分法による投資損益（△は益） △33,950 △40,368

売上債権の増減額（△は増加） △14,968 △20,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,175 △90,175

その他の流動資産の増減額（△は増加） 83,314 △17,260

仕入債務の増減額（△は減少） △36,964 45,905

その他の流動負債の増減額（△は減少） 42,281 △16,642

その他 △11,835 △14,600

小計 241,257 147,746

利息及び配当金の受取額 2,141 1,832

利息の支払額 △4,003 △3,140

その他の収入 4,563 6,002

その他の支出 △24 △138

法人税等の支払額 △129,099 △80,303

営業活動によるキャッシュ・フロー 114,836 71,998

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 △63,593 △23,968

無形固定資産の取得による支出 － △23,541

貸付けによる支出 － △14,410

貸付金の回収による収入 － 44,650

敷金及び保証金の差入による支出 － △18,170

収用補償金の受取額 － 55,580

その他 2,605 △1,544

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,988 18,595

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） 23,200 －

長期借入金の返済による支出 △81,500 △36,500

配当金の支払額 △68,726 △82,823

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,026 △119,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,178 △28,728

現金及び現金同等物の期首残高 576,046 1,151,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 502,868 1,122,997
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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20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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。 

前第１四半期連結累計期間  73,585千円 

当第１四半期連結累計期間  74,099千円 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30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。 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30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。 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

 海外売上高はないため、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21年７月１日 至平成21年９月30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。 

（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〕

  
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  2,638,518 282,365 504,639 19,775  3,445,299  － 3,445,299

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 143,870 － － 7,900  151,771 (151,771) －

計  2,782,388 282,365 504,639 27,675  3,597,070 (151,771) 3,445,299

営業利益又は営業損失（△）  280,495 △47,548 10,371 9,311  252,629 (72,272) 180,356

  
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  2,612,025 268,872 649,500 20,893  3,551,291  － 3,551,291

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 82,572 － － 2,986  85,558 (85,558) －

計  2,694,597 268,872 649,500 23,879  3,636,849 (85,558) 3,551,291

営業利益  114,006 9,387 15,013 7,906  146,313 (57,525) 88,787

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 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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