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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 15,999 3.3 1,689 104.6 1,666 120.3 1,143 91.9
21年6月期第2四半期 15,482 ― 825 ― 756 ― 595 ―

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 123.41 ―

21年6月期第2四半期 64.29 ―

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 22,892 5,725 25.0 617.99
21年6月期 19,066 4,611 24.2 497.74

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  5,725百万円 21年6月期  4,611百万円

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

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 ― 5.50 5.50

22年6月期 ― 0.00

22年6月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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 28,200 2.2 1,600 37.9 1,540 45.5 1,000 16.5 107.93
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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、５ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご覧ください。 

(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 

 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。 

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 有

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 9,295,000株 21年6月期  9,295,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  29,792株 21年6月期  29,792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 9,265,208株 21年6月期第2四半期 9,269,425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、世界的な景気後退を背景として、企業業績の低迷が
続くなか、政府の経済対策により景気に一部回復の兆しが見られたものの、雇用情勢の不透明感による個
人消費の低迷に加えてデフレ状況が進行するなど、厳しい状況で推移いたしました。 
当社グループを取り巻く経営環境につきましては、原材料・燃料費等の価格に落ち着きがみられたもの

の、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格競争の激化や、食の安全に対する一層の取り組み強化が
求められるなど引き続き厳しい状況で推移いたしました。 
こうした中で当社グループでは「安全・安心」を最優先とし、市場動向ならびに消費者動向に即応した

販促施策の実施に加えて生産体制の見直しによるコスト削減に取り組んでまいりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高159億99百万円（前年同四半

期比５億17百万円（3.3％）の増加）、営業利益16億89百万円（前年同四半期比８億63百万円（104.6％）
の増加）、経常利益16億66百万円（前年同四半期比９億10百万円（120.3％）の増加）、四半期純利益11
億43百万円（前年同四半期比５億47百万円（91.9％）の増加）となりました。 
当社グループにおける事業の種類別セグメント毎の経営成績の概況は以下の通りであります。 
  
(1) 食品製造販売事業 
（水産練製品・惣菜部門） 

当部門におきましては、消費者の節約志向が強まる中、低価格商品への移行がさらに進み、販売は厳
しい状況で推移いたしました。 
主な商品の販売動向といたしましては「蒲鉾」・「竹輪」部門が総じて順調に推移し前年同四半期を

上回る実績で推移いたしました。 
一方、「揚物」・「オホーツク」・「シーサラダ」部門につきましては、消費者ニーズに適応した商

品リニューアル・増量セール等の拡販施策を実施したものの価格競争の激化などの影響もあり前年同四
半期を下回る結果となりました。 
以上の結果、当部門全体の売上高は134億３百万円（前年同四半期比４億25百万円(3.3％)の増加）と

なりました。 
（きのこ部門） 

当部門におきましては、気象条件による相場の変動もありましたが、販売強化に継続的に取り組んだ
ことなどにより売上は堅調に推移いたしました。 
以上の結果、当部門の売上高は22億８百万円（前年同四半期比87百万円(4.1％)の増加）となりまし

た。 
（運送・倉庫部門） 

運送部門におきましては、新規取引の増加により売上高、利益とも前年同四半期を上回る結果となり
ました。 
倉庫部門におきましては、一部に景気低迷による入庫数量減少等の影響もありましたが、売上は堅調

に推移いたしました。 
以上の結果、当部門の売上高は２億10百万円（前年同四半期比19百万円(10.4％)の増加）となりまし

た。 

  

(2) その他の事業 
ゴルフ場経営部門におきましては、顧客ニーズに対応すべくサービスの向上や販促企画の充実、また

営業活動を強化し来場者数の増加に取り組んでまいりましたが、売上高は前年同四半期を下回る結果と
なりました。 
また、近郊の競合コースとの価格競争も引き続き厳しい状況にあり、利益面でも前年同四半期を下回

る結果となりました。 
以上の結果、当部門の売上高は１億76百万円（前年同四半期比15百万円(8.2％)の減少）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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（資産・負債及び純資産の状況） 
(1) 流動資産 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は88億円（前連結会計年度末比40億41百万円の
増加）となりました。これは主に季節的要因による受取手形及び売掛金の増加32億31百万円及びたな卸
資産の増加６億２百万円によるものであります。 
(2) 固定資産 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は140億92百万円（前連結会計年度末比２億16
百万円の減少）となりました。これは主に減価償却進行による有形固定資産の減少２億69百万円による
ものであります。 
(3) 流動負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は123億61百万円（前連結会計年度末比20億31
百万円の増加）となりました。これは主に季節的要因による支払手形及び買掛金の増加19億51百万円に
よるものであります。 
(4) 固定負債 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は48億５百万円（前連結会計年度末比６億79百
万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の増加７億92百万円によるものであります。 
(5) 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加
10億92百万円等により57億25百万円（前連結会計年度末比11億14百万円の増加）となり、自己資本比率
は前連結会計年度末の24.2％から25.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は３億51百万円

となり、前連結会計年度末に比較して98百万円の増加となりました。 
(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は３億85百万円(前年同四半期は16億21百万円の支出)となりました。こ
れは主に税金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。 
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により支出した資金は、１億55百万円(前年同四半期比41百万円の減少)となりました。これ
は主に有形固定資産の取得によるものであります。 
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により支出した資金は、１億32百万円(前年同四半期は比16億54百万円の収入)となりまし
た。これは主に長期借入による収入及び長期借入金の返済によるものであります。 

  

最近の業績動向を踏まえ、平成21年８月11日に公表いたしました平成22年６月期（平成21年７月１日～
平成22年６月30日）の連結業績予想を修正いたしました。なお当該予想に関する詳細は、本日付で別途公
表いたしました「平成22年６月期通期業績予想（連結・個別）修正に関するお知らせ」をご参照くださ
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 
固定資産の減価償却の方法 
定率法を採用している資産については事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 
② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 
前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しておりま
す。なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券売却損」は
82千円であります。 

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

【表示方法の変更】
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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 752,637 672,425

受取手形及び売掛金 5,486,514 2,254,802

商品及び製品 596,016 353,496

仕掛品 414,676 269,359

原材料及び貯蔵品 1,306,807 1,092,177

その他 256,343 126,391

貸倒引当金 △12,681 △10,288

流動資産合計 8,800,315 4,758,364

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,311,407 5,454,287

機械装置及び運搬具（純額） 2,172,323 2,298,062

工具、器具及び備品（純額） 160,344 163,369

土地 4,220,894 4,220,894

リース資産（純額） 7,962 5,469

有形固定資産合計 11,872,932 12,142,083

無形固定資産 236,696 239,337

投資その他の資産   

投資有価証券 1,444,378 1,379,917

その他 606,773 651,805

貸倒引当金 △68,756 △104,978

投資その他の資産合計 1,982,395 1,926,744

固定資産合計 14,092,024 14,308,166

資産合計 22,892,339 19,066,531

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,075,779 1,124,101

短期借入金 6,928,232 7,721,292

未払法人税等 676,851 217,406

賞与引当金 80,823 77,557

未払金及び未払費用 1,405,063 1,058,688

その他 194,609 130,592

流動負債合計 12,361,359 10,329,638

固定負債   

長期借入金 4,122,882 3,330,315

役員退職慰労引当金 407,640 393,507

その他 274,644 401,411

固定負債合計 4,805,166 4,125,234

負債合計 17,166,526 14,454,873
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 940,000 940,000

資本剰余金 650,000 650,000

利益剰余金 3,977,912 2,885,473

自己株式 △15,168 △15,168

株主資本合計 5,552,743 4,460,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 173,069 151,353

評価・換算差額等合計 173,069 151,353

純資産合計 5,725,813 4,611,658

負債純資産合計 22,892,339 19,066,531
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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 15,482,206 15,999,654

売上原価 11,415,697 10,876,887

売上総利益 4,066,509 5,122,766

販売費及び一般管理費 3,240,584 3,432,988

営業利益 825,924 1,689,777

営業外収益   

受取利息 945 774

受取配当金 9,000 8,984

受取賃貸料 12,129 11,316

受取手数料 － 12,582

雑収入 29,988 26,527

営業外収益合計 52,063 60,185

営業外費用   

支払利息 121,733 83,241

雑損失 － 369

営業外費用合計 121,733 83,610

経常利益 756,255 1,666,353

特別利益   

固定資産売却益 6,241 1,217

貸倒引当金戻入額 － 3,895

特別利益合計 6,241 5,113

特別損失   

固定資産除却損 3,426 9,750

投資有価証券売却損 － 6,455

投資有価証券評価損 5,571 361

その他 82 －

特別損失合計 9,081 16,567

税金等調整前四半期純利益 753,414 1,654,899

法人税、住民税及び事業税 118,352 661,370

法人税等調整額 39,163 △149,889

法人税等合計 157,515 511,480

四半期純利益 595,898 1,143,418
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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 753,414 1,654,899

減価償却費 565,035 513,952

のれん償却額 4,352 1,876

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,645 △33,828

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,442 3,266

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,333 14,132

受取利息及び受取配当金 △9,945 △9,759

支払利息 121,733 83,241

固定資産売却損益（△は益） △6,241 △1,217

固定資産除却損 3,426 9,750

売上債権の増減額（△は増加） △2,900,627 △3,198,839

たな卸資産の増減額（△は増加） △912,831 △602,466

仕入債務の増減額（△は減少） 462,398 1,951,678

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 335,890 368,215

その他 △28,970 △164,383

小計 △1,620,609 590,517

法人税等の支払額 △32,900 △204,796

法人税等の還付額 32,096 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,621,413 385,720

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △30,562 18,292

有形固定資産の取得による支出 △165,925 △174,330

有形固定資産の売却による収入 9,933 1,278

無形固定資産の取得による支出 △5,714 －

投資有価証券の取得による支出 △2,519 △37,929

投資有価証券の売却による収入 － 35,369

利息及び配当金の受取額 9,810 10,390

その他 △11,830 △8,246

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,807 △155,175

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） 2,326,000 △420,000

長期借入れによる収入 － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △503,033 △1,080,493

利息の支払額 △116,235 △79,982

配当金の支払額 △51,009 △50,979

その他 △1,215 △585

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,654,506 △132,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,714 98,504

現金及び現金同等物の期首残高 481,146 253,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 317,431 351,724
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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） 

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） 

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

一正蒲鉾㈱（2904）　平成22年６月期第２四半期決算短信

10




