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1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

 (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 ％

23年3月期第2四半期 123,595 △4.4 3,075 3.0 3,206 △1.5 1,407 △15.9
22年3月期第2四半期 129,342 △7.3 2,986 1.9 3,255 △1.6 1,674 △14.7

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

23年3月期第2四半期 6.29 ―
22年3月期第2四半期 7.48 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第2四半期 100,973 29,911 24.6 111.03
22年3月期 99,129 28,951 24.4 108.20

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 24,856百万円  22年3月期 24,223百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― ― ― 2.00 2.00

23年3月期 ― ―

23年3月期(予想) ― 2.00 2.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

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 260,000 2.9 4,900 △12.9 4,700 △21.1 2,200 △21.7 9.83

P199703
新規スタンプ



  

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  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、当社が現在入手している情報及び合理的

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

  新規  ―社 (社名       )、除外  ―社 (社名        )

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

(注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有

 ② ①以外の変更 無

(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期2Ｑ 224,392,998株 22年3月期 224,392,998株

② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 517,834株 22年3月期 503,777株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Ｑ 223,882,617株 22年3月期2Ｑ 223,982,772株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第2四半期連結累計会計期間におけるわが国経済は、アジア新興国への輸出の増加や政府による経

済政策効果により回復傾向が見られたものの、雇用情勢の不安から個人消費が停滞すると共に、円高・

株安の進行により依然として不透明な状況が続きました。当業界においても、消費者の低価格商品志向

や販売競争の激化による販売価格の低迷により売上が減少するなど、事業環境はきわめて厳しいものと

なりました。 

 このような状況のなか、当社グループは「香薫ウインナー」をはじめとする主力商品の拡販や生産コ

ストの削減等の諸施策に取り組み、収益の確保に努めました。 

 この結果、当第2四半期連結累計会計期間の連結業績は、売上高が1,235億95百万円（前年同期比

4.4％減）となりましたが、営業利益は30億75百万円（同3.0％増）、経常利益は32億６百万円（同

1.5％減）、四半期純利益は14億７百万円（同15.9％減）となりました。 

  

＜食肉部門＞ 

  景気低迷により国産、輸入品ともに売れ行き不振が続き、一方デフレマ－ケットの進行を受けて販売

価格の下落に歯止めがかからず、食肉の市場環境は引き続き厳しいものとなりました。このような状況

のなか、当社グループは、高付加価値のオリジナルブランド商品の充実を図り、拡販に努めましたが、

当部門の売上高は、497億98百万円（前年同期比10.7％減）となりました。 

＜ハム・ソーセージ部門＞ 

  販売価格の下落に歯止めがかからない厳しい状況が続くなか、当社グループは、「香薫シリーズ」や

連タイプのロ－スハム・ベ－コン、皮なしウインナ－などの主力ブランド商品を拡販し、売上拡大に努

めましたが、当部門の売上高は、277億15百万円（前年同期比2.9％減）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は、個人消費の落ち込みが続く厳しい状況のなか、当社グループは、

お客様のニーズに応えた商品開発を行い、ハンバーグやから揚げ、チーズ揚げなどの重点商品の拡販に

努めた結果、売上高は、460億81百万円（前年同期比2.3％増）となりました。 

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億44百万円増加し1,009億

73百万円となりました。これは主に在庫の圧縮により現金及び預金が13億82百万円増加したこと及び売

掛債権が19億50百万円増加したこと、さらに棚卸資産が５億10百万円減少、土地が３億17百万円減少し

たことによるものです。 

 負債については、前連結会計年度末に比べて８億84百万円増加し710億62百万円となりました。これ

は、主に支払手形及び買掛金が32億８百万円増加したことと、一年内返済予定長期借入金が11億51百万

円、長期借入金が１億37百万円、未払法人税等が４億41百万円、退職給付引当金が４億31百万円各々減

少したことによるものです。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べて９億60百万円増加し299億11百万円となりました。こ

れは、主に当第２四半期までの四半期純利益14億７百万円の計上による増加と剰余金の配当による４億

47百万円の減少によるものです。なお、土地売却により土地再評価差額金が10億45百万円増加していま

すが、同額利益剰余金が減少していますので純資産の増減には影響しません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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（キャッシュ・フローの状況の分析）  

  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は、前連結会計年度末に比べて13億67百万

円増加し120億81百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 主に税金等調整前四半期純利益26億40百万円の計上及び仕入債務の増加32億８百万円、減価償却費19

億51百万円の計上により営業活動における資金は60億11百万円増加しました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 主に生産設備の更新や生産性向上と品質安定のための有形固定資産の取得16億34百万円などにより投

資活動における資金は22億74百万円減少しました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 主に長期借入金の返済29億87百万円と配当金の支払４億43百万円により財務活動における資金は23億

45百万円減少しました。 

  

平成２２年５月１４日に開示しました連結業績予想に変更はありません。  

  

  

  

(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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は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した

が、当第２四半期連結会計期間末において実績率が著しく変動したため見直し後の実績率を使用して

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「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が76百万円

減少しております。 

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,235 10,853

受取手形及び売掛金 24,049 22,098

有価証券 6 6

商品及び製品 8,924 9,506

仕掛品 530 458

原材料及び貯蔵品 932 933

その他 3,516 3,736

貸倒引当金 △37 △31

流動資産合計 50,159 47,561

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,589 18,001

土地 18,883 19,200

その他（純額） 7,378 6,958

有形固定資産合計 43,851 44,160

無形固定資産 707 783

投資その他の資産

投資有価証券 3,899 4,214

その他 2,482 2,437

貸倒引当金 △126 △29

投資その他の資産合計 6,255 6,623

固定資産合計 50,814 51,567

資産合計 100,973 99,129
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,356 22,147

短期借入金 8,308 8,530

1年内返済予定の長期借入金 4,635 5,786

未払法人税等 875 1,317

賞与引当金 1,049 990

役員賞与引当金 － 30

資産除去債務 18 －

その他 8,123 7,852

流動負債合計 48,367 46,654

固定負債

社債 314 419

長期借入金 12,338 12,475

退職給付引当金 5,308 5,739

役員退職慰労引当金 122 120

資産除去債務 70 －

その他 4,540 4,768

固定負債合計 22,695 23,523

負債合計 71,062 70,177

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 15,572 15,658

自己株式 △57 △56

株主資本合計 22,842 22,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 340 638

繰延ヘッジ損益 △4 △5

土地再評価差額金 1,920 874

為替換算調整勘定 △243 △214

評価・換算差額等合計 2,013 1,293

少数株主持分 5,055 4,727

純資産合計 29,911 28,951

負債純資産合計 100,973 99,129
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 129,342 123,595

売上原価 106,681 101,508

売上総利益 22,660 22,086

販売費及び一般管理費 19,673 19,011

営業利益 2,986 3,075

営業外収益

受取利息及び配当金 56 69

持分法による投資利益 104 54

その他 401 403

営業外収益合計 562 527

営業外費用

支払利息 251 209

貸倒引当金繰入額 － 109

その他 42 76

営業外費用合計 293 395

経常利益 3,255 3,206

特別利益

投資有価証券売却益 19 8

関係会社出資金売却益 73 －

その他 7 5

特別利益合計 100 14

特別損失

固定資産売却損 － 219

固定資産除却損 50 120

投資有価証券評価損 110 －

減損損失 － 109

その他 5 131

特別損失合計 165 580

税金等調整前四半期純利益 3,190 2,640

法人税等 1,119 818

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,822

少数株主利益 396 414

四半期純利益 1,674 1,407
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 3,190 2,640

減価償却費 1,869 1,951

減損損失 － 109

投資有価証券評価損益（△は益） 110 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 103

賞与引当金の増減額（△は減少） 24 29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △254 △431

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 2

受取利息及び受取配当金 △56 △69

支払利息 251 209

投資有価証券売却損益（△は益） △19 △8

関係会社出資金売却損益（△は益） △73 －

持分法による投資損益（△は益） △104 △54

有形固定資産売却損益（△は益） 0 219

有形固定資産除却損 50 120

売上債権の増減額（△は増加） 401 △1,950

その他の流動資産の増減額（△は増加） 257 516

たな卸資産の増減額（△は増加） △417 510

仕入債務の増減額（△は減少） △390 3,208

その他の流動負債の増減額（△は減少） 347 448

未払消費税等の増減額（△は減少） 154 △213

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 74

小計 5,336 7,415

利息及び配当金の受取額 67 80

利息の支払額 △258 △202

法人税等の支払額 △973 △1,281

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,171 6,011

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 △1,573 △1,634

有形固定資産の売却による収入 22 21

無形固定資産の取得による支出 △125 △154

投資有価証券の取得による支出 △16 △14

投資有価証券の売却による収入 50 10

貸付けによる支出 △285 △357

貸付金の回収による収入 30 37

敷金の差入による支出 △18 △12

敷金の回収による収入 124 26

定期預金の増減額（△は増加） △61 △15

長期前払費用の取得による支出 △53 △123

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
による支出

△3 －

その他 △2 △56

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,912 △2,274
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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） 38 △217

リース債務の返済による支出 △31 △75

長期借入れによる収入 3,500 1,700

長期借入金の返済による支出 △2,804 △2,987

社債の発行による収入 400 －

社債の償還による支出 △62 △104

割賦債務の返済による支出 △129 △149

配当金の支払額 △444 △443

少数株主への配当金の支払額 △54 △67

自己株式の取得による支出 △6 △2

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 404 △2,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,680 1,367

現金及び現金同等物の期首残高 5,755 10,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,435 12,081
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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】 

 前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  当社企業グループの取扱う製品等を種類・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】 

    前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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】 

    前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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。  

  

【セグメント情報】 

 (追加情報) 

    第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 

  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用 

  指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

 １  報告セグメントの概要 

 （1）報告セグメントの決定方法 

   ① 当社の報告セグメントは、当社の月次並びに年間の業績評価及び経営資源の配分を決定する対象 

  となっている区分であります。 

   ② 当社は、食肉商品を扱う食肉事業組織とハム・ソ－セ－ジ及び加工食品を扱う加工食品事業組織 

  を中心に経営計画を立案しております。 

      さらに、グル－プ企業も各事業組織を主管本部として事業運営を行っております。したがって、 

  当社は、食肉事業本部と加工食品事業本部の2つを報告セグメントとしております。 

 （2）各報告セグメントに属する商品 

    「食肉事業本部」は、食肉商品を仕入販売する組織並びにグル－プ企業の食肉関連商品であり、 

  「加工食品事業本部」は、ハム・ソ－セ－ジ及び加工食品を製造販売する組織並びにグル－プ企 

  業の加工商品等であります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報
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２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理、商品検 

        査事業等を含んでおります。 

（注）２セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント その他
（注1） 

 
合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注2）

食肉事業 
本部

加工食品
事業本部

計

売上高

  外部顧客への売上高 42,765 80,639 123,405 190 123,595 ― 123,595

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

11,967 18 11,986 22 12,009 △12,009 ―

計 54,732 80,658 135,391 213 135,604 △12,009 123,595

セグメント利益 771 2,139 2,910 170 3,080 △5 3,075

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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