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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4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3月期第3四半期 213,488 ― 4,824 ― 5,181 ― 3,456 ―

20年3月期第3四半期 214,562 △0.5 3,765 △20.5 3,980 △18.3 2,931 △4.9

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3月期第3四半期 15.43 ―

20年3月期第3四半期 13.08 12.02

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3月期第3四半期 115,045 26,876 19.6 100.57
20年3月期 102,541 25,835 21.0 88.07

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  22,530百万円 20年3月期  21,491百万円

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

（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3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 2.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 282,000 0.4 5,000 34.2 5,100 27.8 3,100 36.0 13.84

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） 

[(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 有
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(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．本資料に記載されている業績予想数値は、現在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、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性が
あります。なお、予想数値に関する事項は、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参照下さい。 
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。  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 224,392,998株 20年3月期 224,392,998株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 369,067株 20年3月期 329,334株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 224,046,155株 20年3月期第3四半期 224,085,792株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した世界的金融危機の
影響を受け、金融環境の悪化と急激な円高などから、企業を取り巻く環境が激変しました。そのため、雇
用環境も大きく悪化して、消費が一段と後退するなど、景気は悪化の一途を辿りました。  
 当業界におきましても、消費の後退に加え、世界的な食肉需要の増加と飼料穀物の高騰などの影響か
ら、原材料価格が高値で推移しました。しかし第３四半期に入り、世界的な食肉需要の減退や国内在庫の
過剰による輸入鶏肉相場の急落、国内豚価の下落など、事業環境はきわめて厳しい状況となりました。  
 こうした厳しい環境のなかで、当社ならびにグル－プ各社は、消費者の視点に立った商品政策と安全・
安心・おいしさを追求した魅力ある商品の開発に努め、営業力の強化にも取り組みました。また製造コス
トの削減と在庫ロスの削減および仕入商品の見直しなどの諸政策を実施し、収益確保に努めました。  
 その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は２，１３４億８８百万円と前年同期比１０億７４
百万円の減収となりましたが、営業利益は４８億２４百万円と前年同期比１０億５８百万円の増益、経常
利益は５１億８１百万円と同１２億円の増益、第３四半期純利益（累計期間）は３４億５６百万円と同５
億２５百万円の増益になりました。  
  
＜食肉部門＞  
 高騰を続けた畜肉相場は、第３四半期に入り,一転して大きく下落するという、激しく乱高下する市場
環境となりましたが、当社グループは、オリジナルブランド商品の充実と拡販に努め、ロス管理をはじめ
とする事業収益の確保に取り組んだ結果、当部門の売上高は、９６６億７１百万円と前年同期比１５百万
円の微増となりました。  
  
＜ハム・ソーセージ部門＞  
 主原料である豚肉の調達価格が高値で推移する一方で、依然として包装資材や運送費が高止まりしたこ
とに加え、中食・外食向け商品群の競争が一段と激化するなど厳しい事業環境が続きましたが、当社グル
ープは、「香薫シリーズ」をはじめとする主力ブランド商品の拡販に努めた結果、当部門の売上高は、４
５４億８０百万円と前年同期比１６億９７百万円の増収となりました。  
  
＜加工食品ほか部門＞  
 加工食品ほか部門におきましても、原材料価格や包装資材、配送コストの高止まりに加えて、中国商品
の安全性に対する消費者の不信が続き、販売数量が大きく落ち込むなど、非常に厳しい市場環境が続きま
した。こうした厳しい状況のなか、当社グループは、中国製品の代替商品の開発や、お客様のニーズに応
えた商品開発を行なうなど、収益の確保に努めましたが、当部門の売上高は、７１３億３６百万円と前年
同期比２７億８７百万円の減収となりました。  
  
なお、前年同期比増減数値につきましては、参考として記載しております。  
  

当第３四半期末における総資産は、有形固定資産の償却などにより固定資産が減少しましたが、棚卸資
産の増加および売上債権の増加により、前連結会計年度末から１２５億４百万円増加し、１，１５０億４
５百万円となりました。 
 負債については、原材料調達および食肉等の価格高騰の影響で買掛金が増加するなど、前連結会計年度
末から１１４億６３百万円増加し、８８１億６９百万円となりました。 
 純資産については、種類株式の残高全てを取得・消却しましたが、当第３四半期連結累計期間の純利益
３４億５６百万円を計上した結果、前連結会計年度末から１０億４０百万円増加し、２６８億７６百万円
となりました。 
  
（キャッシュフロ－の状況） 
当第３四半期連結累計期間の現金および現金同等物は前連結会計年度に比べると１０億５８百万円増加
し、９２億２５百万円になりました。 
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次のとおりです。 
  
【営業活動によるキャッシュ・フロ－】 
営業活動の結果、６６億４７百万円の資金増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益４９億
２４百万円の計上、ならびに減価償却費２９億７８百万円の計上などによるものです。 
【投資活動によるキャッシュ・フロ－】 
投資活動の結果、１９億６４百万円の資金減少となりました。これは、有形固定資産の取得１９億９０百
万円ほかによるものです。 

・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
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【財務活動によるキャッシュ・フロ－】 
財務活動の結果、３７億５４百万円の資金減少となりました。これは、新規借入を５０億円実行した一
方、長期借入金の約定弁済のほか借入金返済を６５億５３百万円行なったことにより、借入金が１５億５
３百万円減少したこと、また種類株式の取得および配当金で１７億８２百万円を支出したことなどによる
ものです。 
  

第４四半期以降につきましては、世界的な金融崩壊に伴う経済の後退が一段と進み、個人消費は更に冷
え込むことが予想されます。 当業界におきましても、更なる競争の激化が進むと思われ、取り巻く環境
は一層厳しくなることが予想されます。  
  
通期連結業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき算定しておりますが、実際の業績は今後
の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。  
  

  

該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
②棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下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。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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・プランニングを利用する方法によっております。 

④税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
  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。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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」（企業会計基準委員会 平成18
年７月５日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利
益、経常利益および税金等調整前四半期純利益が345百万円それぞれ減少しております。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 
  これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に
与える影響は軽微であります。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連
結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資
産として計上しております。 

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) 簡便な会計処理およ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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 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益お
よび税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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該当事項はありません。 

  

【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４月１日 至 平成20年12月31日） 

当社企業グループの取り扱う製品等を種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区分
した結果、同一事業種類の売上高および営業損益の金額がいずれも全セグメントの90％を超えている
ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

【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４月１日 至 平成20年12月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社の売上高の合計の金額が全セグメントの10％未満の
ため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】 

当第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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

平成20年９月８日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式として取得し
た残存する全ての種類株式（Ａ号種類株式 2,172,000株、Ｂ号種類株式 3,264,000株、Ｃ号種類株式
3,072,000株）を消却することを決議し、同日消却致しました。 
 これにより、利益剰余金が1,724百万円減少致しましたが、当第３四半期連結累計期間に四半期純利
益を3,456百万円計上したことにより、当第３四半期連結会計期間末の利益剰余金は13,623百万円とな
っております。 
  

  

  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

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の著しい変動に関する事項
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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：百万円）

当第３四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３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,276 8,188

受取手形及び売掛金 34,991 25,405

商品及び製品 12,803 9,202

仕掛品 570 575

原材料及び貯蔵品 1,204 1,125

その他 4,321 3,117

貸倒引当金 △36 △34

流動資産合計 63,131 47,581

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,822 18,936

土地 18,775 19,288

その他（純額） 6,976 8,472

有形固定資産合計 44,573 46,696

無形固定資産 1,047 1,294

投資その他の資産   

投資有価証券 4,386 4,922

その他 1,952 2,196

貸倒引当金 △45 △148

投資その他の資産合計 6,293 6,969

固定資産合計 51,914 54,960

資産合計 115,045 102,541
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（単位：百万円）

当第３四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３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,228 27,982

短期借入金 6,812 8,251

未払法人税等 775 728

賞与引当金 869 1,015

役員賞与引当金 － 24

その他 14,747 13,191

流動負債合計 62,432 51,193

固定負債   

社債 250 375

長期借入金 14,409 14,070

退職給付引当金 5,894 5,664

役員退職慰労引当金 93 114

その他 5,089 5,287

固定負債合計 25,737 25,512

負債合計 88,169 76,705

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,363 3,363

資本剰余金 3,964 3,964

利益剰余金 13,623 11,949

自己株式 △42 △37

株主資本合計 20,909 19,240

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 740 1,122

繰延ヘッジ損益 △6 △8

土地再評価差額金 874 874

為替換算調整勘定 11 262

評価・換算差額等合計 1,621 2,251

少数株主持分 4,346 4,344

純資産合計 26,876 25,835

負債純資産合計 115,045 102,541
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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：百万円）

当第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） 

売上高 213,488

売上原価 178,112

売上総利益 35,376

販売費及び一般管理費 30,552

営業利益 4,824

営業外収益  

受取利息及び配当金 92

持分法による投資利益 107

補助金収入 243

その他 467

営業外収益合計 910

営業外費用  

支払利息 396

その他 156

営業外費用合計 553

経常利益 5,181

特別利益  

投資有価証券売却益 20

その他 10

特別利益合計 31

特別損失  

固定資産売却損 57

固定資産除却損 93

減損損失 91

その他 46

特別損失合計 288

税金等調整前四半期純利益 4,924

法人税等 1,248

少数株主利益 219

四半期純利益 3,456

9



 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第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） 

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 4,924

減価償却費 2,978

減損損失 91

投資有価証券評価損益（△は益） 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △169

退職給付引当金の増減額（△は減少） 229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21

受取利息及び受取配当金 △92

支払利息 396

投資有価証券売却損益（△は益） △20

持分法による投資損益（△は益） △107

有形固定資産売却損益（△は益） 56

固定資産除却損 93

売上債権の増減額（△は増加） △9,585

その他の流動資産の増減額（△は増加） △591

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,675

仕入債務の増減額（△は減少） 11,025

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,561

未払消費税等の増減額（△は減少） 119

小計 8,228

利息及び配当金の受取額 108

利息の支払額 △422

法人税等の支払額 △1,266

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,647

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 △1,990

有形固定資産の売却による収入 445

無形固定資産の取得による支出 △153

投資有価証券の取得による支出 △9

投資有価証券の売却による収入 20

貸付けによる支出 △294

貸付金の回収による収入 53

敷金の差入による支出 △20

敷金の回収による収入 50

定期預金の増減額（△は増加） △30

長期前払費用の取得による支出 △45

その他 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,964
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（単位：百万円）

当第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） 

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） △1,439

リース債務の返済による支出 △38

長期借入れによる収入 5,000

長期借入金の返済による支出 △5,113

社債の償還による支出 △125

割賦債務の返済による支出 △195

配当金の支払額 △57

種類株式の取得による支出 △1,724

少数株主への配当金の支払額 △54

自己株式の取得による支出 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,058

現金及び現金同等物の期首残高 8,167

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,225

11



前年同四半期に係る財務諸表等 

  

 
  

「参考資料」

(1)（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日
至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 214,562

Ⅱ 売上原価 180,258

   売上総利益 34,303

Ⅲ 販売費及び一般管理費 30,538

   営業利益 3,765

Ⅳ 営業外収益 700

   受取利息 15

   受取配当金 50

   持分法による投資利益 83

   その他 551

Ⅴ 営業外費用 485

   支払利息 401

   その他 83

   経常利益 3,980

Ⅵ 特別利益 286

   固定資産売却益 142

   その他 144

Ⅶ 特別損失 126

   固定資産除却損 56

   固定資産売却損 0

   投資有価証券評価損 57

   その他 12

   税金等調整前四半期純利益 4,141

   法人税、住民税及び事業税 890

   少数株主利益 320

   四半期純利益 2,931
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日
至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,141

減価償却費 2,780

投資有価証券評価損 57

貸倒引当金の増減額（減少：△） △40

賞与引当金の増減額（減少：△） △159

退職給付引当金の増減額（減少：△） △75

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 16

受取利息及び受取配当金 △65

支払利息 401

持分法による投資損益（益：△） △83

有形固定資産売却損益（益：△） △141

固定資産除却損 56

売上債権の増減額（増加：△） △6,206

その他流動資産の増減額（増加：△） △492

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,309

仕入債務の増減額（減少：△） 5,971

その他流動負債の増減額（減少：△） 1,061

未払消費税等の増減額（減少：△） △86

その他 5

 小計 4,833

利息及び配当金の受取額 81

利息の支払額 △402

法人税等の支払額 △1,114

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,397
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科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日
至 平成19年12月31日)

金額(百万円)

Ⅱ 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 △3,102

有形固定資産の売却による収入 348

無形固定資産の取得による支出 △155

投資有価証券の取得による支出 △44

連結範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 62

貸付による支出 △253

貸付金の回収による収入 160

敷金の差入による支出 △20

敷金の償還による収入 45

長期預金の増減額（増加：△） △11

長期前払費用の増減額（増加：△） △50

その他 54

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,966

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額（減少：△） △386

長期借入れによる収入 4,350

長期借入金の返済による支出 △6,155

割賦未払金の増加額 8

割賦未払金の返済による支出 △178

種類株式優先配当金による支出 △69

種類株式の取得による支出 △652

少数株主への配当金の支払額 △59

自己株式の取得による支出 △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,148

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 105

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △2,612

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 11,481

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末残高 8,868
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