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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4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3月期第3四半期 18,997 △4.4 598 △7.4 647 △5.4 201 △48.2
21年3月期第3四半期 19,875 ― 646 ― 685 ― 390 ―

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3月期第3四半期 34.98 ―
21年3月期第3四半期 67.65 ―

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3月期第3四半期 19,932 13,906 69.7 2,410.61
21年3月期 16,677 13,884 83.2 2,406.76

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,906百万円 21年3月期  13,884百万円

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3月期 ― ― ― 25.00 25.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
25.00 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 23,724 △2.2 534 △19.7 593 △17.5 153 △61.5 26.66



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） 

(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 
 平成21年５月12日発表の通期連結業績予想を平成21年10月23日付けで修正しております。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情
報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の
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3月期第3四半期 5,769,040株 21年3月期  5,769,040株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  86株 21年3月期  86株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 5,768,954株 21年3月期第3四半期 5,768,962株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが一部では見られるものの、一昨

年の国際金融危機に端を発した企業収益の悪化に伴う設備投資の減少に加え、雇用悪化に伴う個人消費の長引く低

迷、国内市場のデフレ傾向等により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましても、先行きに対する不透明感が消費動向に大きく影響し、巣籠もり消費が一段と増えたこ

とにより経営環境は一層厳しいものとなりました。 

 当社グループにおいては、消費者の節約志向に根ざした外食支出の減少に加え、「新型インフルエンザ」流行に

伴う集団行事等の自粛、それに伴うホテル・観光旅館の宿泊需要、観光地や娯楽施設への集客も大きく減少し、当

社グループの販売に大きく影響しました。 

 このような状況の中、当社グループでは、得意先に対する関係強化を図り、情報収集による市場ニーズに対応し

た商品の企画開発力強化を進めると共に、きめ細かな営業活動を実施するなど、総合的に対応力を引き上げて市場

競争力の向上に注力いたしました。特に、年間売上の約５分の１を占める12月の繁忙期を抱えた第３四半期におい

ては、忘・新年会やおせち商材の販売に全力を傾けてまいりましたが、市場の長引く低迷により当初の見込みを下

回りました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、189億97百万円（前年同四半期比4.4％減）、営業利益

5億98百万円（前年同四半期比7.4％減）、経常利益6億47百万円（前年同四半期比5.4％減）、四半期純利益2億1百

万円（前年同四半期比48.2％減）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、199億32百万円（前連結会計年度末は166億77百万円）と

なり、32億54百万円増加いたしました。現金及び預金の減少（50億59百万円から40億38百万円、10億21百万円

減）並びに投資有価証券の減少（9億44百万円から4億33百万円、5億11百万円減）があったものの、受取手形及

び売掛金の増加（29億2百万円から72億19百万円、43億17百万円増）並びに有価証券の増加（5億円から12億99百

万円、7億99百万円増）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、60億25百万円（前連結会計年度末は27億92百万円）とな

り、32億32百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金の増加（16億45百万円から44億1百万円、27億56百万

円増）並びに短期借入金5億円の発生が主な要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、139億6百万円（前連結会計年度末は138億84百万円）

となり、22百万円増加いたしました。その他有価証券評価差額金の減少（△23百万円から△59百万円、35百万円

減）があったものの、利益剰余金の増加（92億69百万円から93億26百万円、57百万円増）が主な要因でありま

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



(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、前連結会計期間末に比

べ8億21百万円減少し40億38百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、9億55百万円（前第３四半期連結累計期

間は8億42百万円支出）となりました。これは主に仕入債務の増加額27億56百万円及び税金等調整前四半期純利

益6億46百万円があったものの、売上債権の増加43億17百万円により、資金が減少したこと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） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、2億21百万円（前第３四半期連結累計期

間は2億97百万円支出）となりました。これは主に有価証券の償還による収入15億円及び定期預金の払戻による

収入9億円があったものの、有価証券の取得による支出14億99百万円、定期預金の預入による支出7億円、投資有

価証券の取得による支出3億9百万円及び有形固定資産の取得による支出90百万円により、資金が減少したことに

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、3億55百万円（前第３四半期連結累計期

間は3億42百万円収入）となりました。これは主に配当金の支払額1億44百万円があったものの、短期借入れによ

る収入5億円があったことによるものであります。 

   

平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、平成21年10月23日に「繰

延税金資産の取崩し及び業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました業績予想からの変更はあ

りません。  

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

(A)たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな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、たな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。 

(B)固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計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 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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



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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,038,080 5,059,677

受取手形及び売掛金 7,219,794 2,902,781

有価証券 1,299,810 500,000

商品及び製品 1,059,769 1,021,805

原材料及び貯蔵品 56,004 46,814

繰延税金資産 50,938 93,561

その他 23,588 93,775

貸倒引当金 △8,748 △7,343

流動資産合計 13,739,238 9,711,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,201,822 1,214,039

機械装置及び運搬具（純額） 260,049 306,921

土地 3,847,031 3,847,031

建設仮勘定 3,150 10,283

その他（純額） 56,896 74,767

有形固定資産合計 5,368,949 5,453,043

無形固定資産 69,148 59,291

投資その他の資産   

投資有価証券 433,273 944,440

繰延税金資産 47,130 249,674

その他 293,823 271,225

貸倒引当金 △19,439 △11,474

投資その他の資産合計 754,788 1,453,865

固定資産合計 6,192,885 6,966,200

資産合計 19,932,124 16,677,273



（単位：千円）

当第３四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,401,228 1,645,096

短期借入金 500,000 －

未払法人税等 214,655 296,090

賞与引当金 64,780 136,030

役員賞与引当金 4,290 7,035

その他 383,629 271,868

流動負債合計 5,568,583 2,356,120

固定負債   

退職給付引当金 170,209 164,029

役員退職慰労引当金 243,000 233,088

その他 43,632 39,547

固定負債合計 456,841 436,664

負債合計 6,025,424 2,792,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,344,021 2,344,021

資本剰余金 2,295,156 2,295,156

利益剰余金 9,326,979 9,269,381

自己株式 △105 △105

株主資本合計 13,966,052 13,908,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,352 △23,964

評価・換算差額等合計 △59,352 △23,964

純資産合計 13,906,699 13,884,489

負債純資産合計 19,932,124 16,677,273



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,875,525 18,997,192

売上原価 16,299,191 15,646,296

売上総利益 3,576,334 3,350,895

販売費及び一般管理費 2,929,570 2,752,137

営業利益 646,763 598,758

営業外収益   

受取利息 16,593 23,851

受取配当金 3,498 3,363

受取賃貸料 11,723 11,323

その他 10,337 14,207

営業外収益合計 42,152 52,745

営業外費用   

支払利息 169 50

有価証券売却損 928 1,460

賃貸収入原価 2,713 2,526

営業外費用合計 3,811 4,037

経常利益 685,104 647,466

特別利益   

固定資産売却益 361 23

貸倒引当金戻入額 1,509 －

特別利益合計 1,871 23

特別損失   

固定資産売却損 28 132

固定資産除却損 170 1,150

減損損失 13,600 －

特別損失合計 13,799 1,282

税金等調整前四半期純利益 673,177 646,207

法人税、住民税及び事業税 264,899 214,721

法人税等調整額 17,991 229,663

法人税等合計 282,890 444,385

四半期純利益 390,286 201,822



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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 673,177 646,207

減価償却費 202,948 184,869

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,392 △71,250

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,980 △2,745

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,049 6,180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,725 9,912

減損損失 13,600 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,361 9,369

受取利息及び受取配当金 △20,091 △27,214

支払利息 169 50

有価証券売却損益（△は益） 928 1,460

固定資産売却損益（△は益） △333 108

固定資産除却損 170 1,150

売上債権の増減額（△は増加） △4,133,601 △4,317,012

たな卸資産の増減額（△は増加） △249,496 △47,153

仕入債務の増減額（△は減少） 2,776,193 2,756,131

その他の資産の増減額（△は増加） 53,648 41,257

その他の負債の増減額（△は減少） 200,393 112,481

小計 △505,251 △696,196

利息及び配当金の受取額 17,843 33,799

利息の支払額 △344 △1,089

法人税等の支払額 △354,845 △292,286

営業活動によるキャッシュ・フロー △842,598 △955,773

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 － △700,000

定期預金の払戻による収入 500,000 900,000

有価証券の取得による支出 － △1,499,824

有価証券の償還による収入 500,000 1,500,000

有形固定資産の取得による支出 △45,594 △90,064

有形固定資産の売却による収入 503 171

無形固定資産の取得による支出 △2,900 △22,176

投資有価証券の取得による支出 △1,250,000 △309,553

長期貸付金の回収による収入 － 315

投資活動によるキャッシュ・フロー △297,992 △221,132

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △13,328 －

自己株式の取得による支出 △45 －

配当金の支払額 △144,415 △144,691

財務活動によるキャッシュ・フロー 342,211 355,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △798,379 △821,596

現金及び現金同等物の期首残高 4,653,591 4,859,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,855,211 4,038,080



 該当事項はありません。 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 業務用加工食材の製造及び販売という単一事業であるため、記載を省略しております。 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４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）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の100分の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。 

  

（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〕

〔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



(1）生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）仕入実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

(4）販売実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(5）季節的変動 

 当社グループでは、主として第３四半期連結会計期間に宴会需要やおせち商材の販売が集中して発生するため、

通常、第３四半期連結会計期間の生産実績、仕入実績及び販売実績は他の四半期連結会計期間と比べて高くなって

おります。  

６．その他の情報

区分 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％）  

水産加工品（千円）  23,501  83.6

農産加工品（千円）  154,171  78.0

その他（千円）  154,676  188.4

合計（千円）   332,349  108.0

区分 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％） 

水産加工品（千円）  6,522,149  95.4

農産加工品（千円）  7,076,570  92.3

畜肉加工品（千円）  1,023,655  94.9

その他（千円）   908,068  111.7

合計（千円）  15,530,444  94.7

区分 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日  
至 平成21年12月31日）  

前年同四半期比（％） 

水産加工品（千円）  7,654,462  95.4

農産加工品（千円）  8,920,926  93.0

畜肉加工品（千円）  1,192,847  95.7

その他（千円）  1,228,955  119.4

合計（千円）  18,997,192  95.6
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