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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） 

 

(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 ％

23年3月期第2四半期 22,859 △2.0 △111 ― △71 ― △81 ―
22年3月期第2四半期 23,336 △4.9 △3 ― 22 △84.7 △42 ―

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 △6.70 ―
22年3月期第2四半期 △3.55 ―

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 29,992 10,321 34.4 853.07
22年3月期 29,679 10,557 35.6 872.55

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,321百万円 22年3月期  10,557百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 12.00 12.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 46,000 △0.9 220 △54.9 270 △50.3 180 △39.3 14.88



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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）2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.3「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 12,102,660株 22年3月期  12,102,660株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,641株 22年3月期  3,541株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 12,099,081株 22年3月期2Q  12,099,223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、輸出の増加や経済対策の効果により一部持ち直し

の動きが見られたものの、依然としてデフレから脱却できず、雇用と所得環境の改善も遅れていること

などから厳しい状況で推移いたしました。食品業界におきましても、消費低迷と低価格志向から価格競

争が一層激しさを増しており、大変厳しい状況が続きました。 

このような環境のなかで、当社グループにおきましては「快適な食生活の実現に役立つこと」を基本

姿勢として、製販一体となって品質・生産性の向上、新製品の開発、販売力の強化に努め、安全・安心

な製品を供給いたしました。しかしながら、消費低迷と価格競争の激化などから、当第２四半期連結累

計期間における売上高は228億5千9百万円(前期比2.0％減)となりました。 

利益面に関しましては、販売価格の下落と原価率の高い製品販売構成により売上原価率が前期比

0.5％上昇し、営業損失は1億1千1百万円(前期は営業損失3百万円)、経常損失は7千1百万円(前期は経常

利益2千2百万円)、四半期純損失は8千1百万円(前期は四半期純損失4千2百万円)となりました。 

事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は単一セグメント

であるため、部門別により記載しております。 

冷凍食品部門につきましては、177億9千7百万円(前期比2.8％減)となりました。 

日配食品部門につきましては、35億1千4百万円(前期比5.9％増)となりました。 

缶詰・その他製品部門等につきましては、15億4千7百万円(前期比8.8％減)となりました。 

  

資産につきましては、主に原材料及び有形固定資産が増加したこと等により、当第２四半期連結会計

期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ3億1千3百万円増加し、299億9千2百万円となりました。 

負債につきましては、主に支払手形及び買掛金並びに短期借入金が増加したこと等により、前連結会

計年度末に比べ5億4千9百万円増加し、196億7千1百万円となりました。 

純資産につきましては、主に利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億3千5

百万円減少し、103億2千1百万円となりました。 

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。)は、前第２四半期

連結会計期間末に比べ3億8千5百万円減少し、14億8千9百万円となりました。  

 当第２四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) 

営業活動の結果得られた資金は、4千9百万円となり、前年同期に比べ21億4千万円減少いたしまし

た。これは主に、たな卸資産が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) 

投資活動の結果使用した資金は、4億9千1百万円となり、前年同期に比べ7千3百万円減少いたしま

した。これは主に、有形固定資産の取得のための支出等の減少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) 

財務活動の結果使用した資金は、9千8百万円となり、前年同期に比べ11億7百万円減少いたしまし

た。これは主に、短期借入金の増加等によるものであります。 

  

平成22年10月25日付当社「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました予想に変更はあ

りません。 

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

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

(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。 

  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、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。 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。また、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

営環境等に著しい変化がなく、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場合に

は、前連結会計年度決算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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

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。 

これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

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

① 棚卸資産の評価方法

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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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：千円）

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 1,227,244 1,767,407

受取手形及び売掛金 8,302,122 8,250,793

有価証券 262,591 262,563

商品及び製品 2,655,864 2,842,439

仕掛品 265,959 255,466

原材料及び貯蔵品 1,613,958 1,001,366

その他 728,862 620,518

貸倒引当金 △87,794 △85,912

流動資産合計 14,968,810 14,914,642

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,194,491 5,145,792

機械装置及び運搬具（純額） 3,743,221 3,684,030

その他（純額） 2,859,186 2,710,592

有形固定資産合計 11,796,899 11,540,415

無形固定資産 185,451 184,120

投資その他の資産

その他 3,202,682 3,201,406

貸倒引当金 △161,093 △161,393

投資その他の資産合計 3,041,588 3,040,012

固定資産合計 15,023,939 14,764,547

資産合計 29,992,750 29,679,190

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,424,978 6,098,339

短期借入金 3,110,000 2,510,000

未払法人税等 51,389 145,172

賞与引当金 440,567 430,385

その他 4,097,838 4,127,816

流動負債合計 14,124,774 13,311,713

固定負債

長期借入金 2,220,800 2,428,200

退職給付引当金 1,459,482 1,445,365

役員退職慰労引当金 207,412 226,608

その他 1,658,954 1,710,261

固定負債合計 5,546,648 5,810,434

負債合計 19,671,423 19,122,148
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,474,633 1,474,633

資本剰余金 1,707,937 1,707,937

利益剰余金 6,983,696 7,209,890

自己株式 △3,482 △3,403

株主資本合計 10,162,784 10,389,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 158,543 167,984

評価・換算差額等合計 158,543 167,984

純資産合計 10,321,327 10,557,042

負債純資産合計 29,992,750 29,679,190
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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 23,336,065 22,859,634

売上原価 19,084,467 18,811,468

売上総利益 4,251,598 4,048,166

販売費及び一般管理費 4,254,758 4,160,124

営業損失（△） △3,159 △111,958

営業外収益

受取利息 643 535

受取配当金 11,421 13,056

持分法による投資利益 47,188 51,305

その他 27,914 30,151

営業外収益合計 87,168 95,048

営業外費用

支払利息 59,761 53,295

その他 1,320 1,039

営業外費用合計 61,081 54,335

経常利益又は経常損失（△） 22,926 △71,244

特別利益

固定資産売却益 24 276

株式割当益 － 19,681

特別利益合計 24 19,957

特別損失

固定資産売却損 153 －

固定資産除却損 24,289 23,056

投資有価証券評価損 － 28,590

その他 6,020 －

特別損失合計 30,463 51,646

税金等調整前四半期純損失（△） △7,511 △102,933

法人税、住民税及び事業税 53,893 30,886

法人税等調整額 △18,443 △52,814

法人税等合計 35,449 △21,928

四半期純損失（△） △42,961 △81,005
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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損失（△） △7,511 △102,933

減価償却費 564,599 608,121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 176,484 1,581

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,126 10,182

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,403 14,117

受取利息及び受取配当金 △12,065 △13,592

支払利息 59,761 53,295

投資有価証券評価損益（△は益） － 28,590

持分法による投資損益（△は益） △41,754 △42,825

固定資産除売却損益（△は益） 24,417 22,779

売上債権の増減額（△は増加） 296,560 △51,329

たな卸資産の増減額（△は増加） 999,240 △436,511

仕入債務の増減額（△は減少） 509,206 328,741

その他 △340,531 △199,941

小計 2,269,938 220,276

利息及び配当金の受取額 12,065 13,592

利息の支払額 △56,059 △66,109

法人税等の支払額 △35,948 △117,772

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,189,996 49,987

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 △533,039 △459,672

有形固定資産の売却による収入 13,830 579

ソフトウエアの取得による支出 △22,214 △25,641

投資有価証券の取得による支出 △17,225 △7,080

投資有価証券の売却による収入 1 81

その他 △6,686 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △565,334 △491,732

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） △600,000 600,000

長期借入れによる収入 400,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △646,400 △732,400

割賦債務の返済による支出 △213,782 △220,785

自己株式の取得による支出 △232 △79

配当金の支払額 △144,930 △144,794

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,205,344 △98,059

現金及び現金同等物に係る換算差額 △392 △330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,924 △540,134

現金及び現金同等物の期首残高 1,456,877 2,029,971

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,875,802 1,489,836
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該当事項はありません。 

  

当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載

を省略しております。 

  

(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。 

  

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

(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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