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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7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6月期第2四半期 7,537 △4.9 310 △8.1 371 △13.4 231 △13.8
21年6月期第2四半期 7,928 9.2 337 1.9 428 16.3 268 37.1

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6月期第2四半期 41.23 ―
21年6月期第2四半期 47.85 ―

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2四半期 8,702 5,309 61.0 945.45
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2四半期  5,309百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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 14,588 △1.5 400 △7.4 444 △13.9 275 △11.2 49.08
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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、５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） 

(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．平成21年８月７日に公表いたしました平成22年６月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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、本資料の発表日現在において入手可能な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、業績に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．
連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,616,135株 21年6月期第2四半期 5,616,135株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等を継続したことにより、自動車販売や家電販

売などの一部に効果があったものの、新型インフルエンザ発生による外出減少や冬のボーナス支給額の減少等から、

個人消費は持ち直しは動きを弱めた状況でありました。また、雇用環境が依然として厳しい状況の中、失業率はわず

かながら改善しておりますが、新規雇用の動きは乏しく、企業倒産は前年を上回る状態が続いており、依然として景

気の先行き不透明感が強いことが感じられた状況にありました。 

 鶏肉業界におきましては、個人消費が低迷する中、ブラジル産鶏肉の輸入増加により、鶏肉の国内在庫が高水準で

推移したことから、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相場が、主産地であるアメリカの天候不順による収穫への悪影響の懸念等から上昇し

たものの、為替が円高傾向にあること等から、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。 

 鶏肉事業につきましては、消費者が食肉に対して「安全・安心」をこれまで以上に求める時代の流れにある中、当

社の抗生物質・抗菌製剤無投与飼育した健康な鶏である「薩摩ハーブ悠然どり」の品質優位性を多くのお取引先から

支持されたことにより、鶏肉製品の需要が増加いたしました。 

 また、外食事業において、近年新規出店した店舗の初期投資コストの回収が進み、収益性が向上してまいりまし

た。 

 一方、 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等

により生産性が向上しておりますが、国内鶏肉相場の低迷を主因に減益となりました。 

 以上の結果、売上高は75億37百万円（前年同四半期比4.9％減）と減収となり、営業利益３億10百万円（同8.1％

減）、経常利益３億71百万円（同13.4％減）とそれぞれ減益となりましたが、四半期純利益は２億31百万円（同

13.8％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 

 製造原価の低減に向けた取組みを実施してまいりましたが、鶏肉相場の低迷を吸収出来ず厳しい結果となりまし

た。 

 この結果、売上高は56億43百万円（前年同四半期比11.5％減）、営業利益は２億80百万円（同30.2％減）となり

ました。 

②加工食品 

 当社の加工食品は、その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、安心な鶏肉をその日のう

ちに新鮮なままで加工する、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５億34百万円（前年同四半期比16.1％減）、営業利益は40百万円となりました。 

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により、集客力が高まり売

上の増加につながりました。また、コスト削減を一層強化し、収益基盤の効率化を図りました。さらに、今四半期

に６店舗（ケンタッキーフライドチキン４店舗、ピザハット２店舗）を新規出店いたしました。 

 この結果、売上高は14億91百万円（前年同四半期比32.8％増）、営業利益は１億16百万円（同31.9％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となりま

したが、間接部門のコスト削減努力により増益となりました。 

 この結果、売上高は49百万円（前年同四半期比3.2％減）、営業利益は18百万円（同9.2％増）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２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億55百万円増加し、87億２百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が２億79百万円、並びに売掛金が２億35百万円増加したことに

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３億16万円増加し、33億93百万

円となりました。これは主に、仮受金が１億63百万円、長期借入金が55百万円、並びに持分法適用に伴う負債

が48百万円減少したものの、未払金が２億24百万円、前受金が２億20百万円、並びに買掛金が１億61百万円増

加したこと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１億38万円増加し、53億９百

万円となりました。これは主に、利益剰余金が１億47百万円増加したことによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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13億51百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して１億99百万円増加いたしました。 

 当第２四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、４億77百万円の資金増加（前年同期は５億42百万円の資金増加）となりました。

売上債権の増加が２億38百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が３億64百万円、減価償却費が１億79

百万円及び仕入債務が１億61百万円増加し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、１億26百万円の資金減少（前年同期は１億23百万円の資金減少）となりました。

これは、貸付金の回収による収入が97百万円、収用補償金の受取額が56百万円があったものの、定期預金の預け

入れによる支出が１億20百万円、有形固定資産の取得による支出が78百万円及び無形固定資産の取得による支出

が40百万円が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、１億50百万円の資金減少（前年同期は２億８百万円の資金減少）となりました。

これは、長期借入金の返済による支出66百万円及び配当金の支払額84百万円によるものであります。 

 平成22年６月期の通期業績予想につきましては、平成21年８月７日に平成21年６月期決算短信上で公表いたしまし

た業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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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。  

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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,774,317 1,494,726

受取手形及び売掛金 1,297,478 1,058,618

製品 193,664 228,748

仕掛品 212,894 192,240

原材料及び貯蔵品 452,345 513,705

その他 155,913 184,026

貸倒引当金 △795 △721

流動資産合計 4,085,819 3,671,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 473,466 494,004

工具、器具及び備品（純額） 549,366 608,419

土地 2,758,696 2,758,696

その他（純額） 215,007 123,694

有形固定資産合計 3,996,537 3,984,815

無形固定資産 67,665 34,830

投資その他の資産 552,902 556,917

固定資産合計 4,617,105 4,576,563

資産合計 8,702,925 8,247,907

負債の部   

流動負債   

買掛金 490,075 328,831

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 116,000 127,250

未払金 1,109,686 911,637

未払法人税等 115,609 83,536

その他 355,191 254,952

流動負債合計 2,686,362 2,206,007

固定負債   

長期借入金 165,750 221,250

退職給付引当金 238,070 261,439

役員退職慰労引当金 91,199 127,826

その他 211,775 260,195

固定負債合計 706,794 870,711

負債合計 3,393,157 3,076,719

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 4,379,757 4,232,442

自己株式 △1,034 △1,034

株主資本合計 5,259,432 5,112,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,479 57,963

繰延ヘッジ損益 2,855 1,107

評価・換算差額等合計 50,335 59,071

純資産合計 5,309,767 5,171,188

負債純資産合計 8,702,925 8,247,907
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,928,483 7,537,102

売上原価 5,773,414 5,192,245

売上総利益 2,155,068 2,344,856

販売費及び一般管理費 1,817,556 2,034,813

営業利益 337,512 310,043

営業外収益   

受取利息 1,535 824

受取配当金 2,016 1,975

持分法による投資利益 59,734 48,167

為替差益 23,659 755

その他 13,259 16,892

営業外収益合計 100,205 68,614

営業外費用   

支払利息 8,225 6,331

その他 1,009 1,260

営業外費用合計 9,234 7,592

経常利益 428,483 371,066

特別損失   

固定資産除却損 1,274 －

固定資産売却損 29 －

減損損失 － 6,519

特別損失合計 1,303 6,519

税金等調整前四半期純利益 427,179 364,546

法人税、住民税及び事業税 145,901 113,428

法人税等調整額 12,545 19,560

法人税等合計 158,446 132,989

四半期純利益 268,733 231,557
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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 427,179 364,546

減価償却費 120,307 179,101

減損損失 － 6,519

退職給付引当金の増減額（△は減少） △167 △23,369

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,514 △36,627

受取利息及び受取配当金 △3,552 △2,799

支払利息 8,225 6,331

持分法による投資損益（△は益） △59,734 △48,167

売上債権の増減額（△は増加） △756,675 △238,860

たな卸資産の増減額（△は増加） 566,225 75,789

その他の流動資産の増減額（△は増加） 40,257 △26,312

仕入債務の増減額（△は減少） 79,742 161,244

その他の流動負債の増減額（△は減少） 258,128 138,981

その他 △20,032 △24,636

小計 664,420 531,742

利息及び配当金の受取額 3,457 2,924

利息の支払額 △7,908 △6,230

その他の収入 12,771 17,394

その他の支出 △1,009 △1,260

法人税等の還付額 － 14,555

法人税等の支払額 △128,989 △82,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 542,742 477,001

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 △120,000

定期預金の払戻による収入 77,800 40,000

有形固定資産の取得による支出 △222,932 △78,017

無形固定資産の取得による支出 － △40,066

貸付けによる支出 △11,200 △52,910

貸付金の回収による収入 68,800 97,710

敷金及び保証金の差入による支出 － △27,290

収用補償金の受取額 － 56,417

その他 △5,878 △2,429

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,410 △126,586

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 △66,750

配当金の支払額 △70,042 △84,073

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,042 △150,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,288 199,590

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 787,335 1,351,317
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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  …ケンタッキーフライドチキン店舗とピザハット店舗のＦＣ事業 

④ その他の事業…シラスバルーン（複合材）、ゼオライト（土壌改良剤、飼料原料等）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、管理部門に係る費用であります。 

当第２四半期連結会計期間   73,082千円 

当第２四半期連結累計期間  147,181千円 

前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年７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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

前第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。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21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。 

 該当事項はありません。 

 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〕

  
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

  
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  5,477,857 534,373 1,491,153 33,718  7,537,102  － 7,537,102

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 166,068 206 － 15,683  181,957 (181,957) －

計  5,643,925 534,579 1,491,153 49,401  7,719,060 (181,957) 7,537,102

営業利益  280,277 40,056 116,181 18,085  454,600 (144,556) 310,043

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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