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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 7,017 △0.3 53 △6.9 59 △1.6 54 ―
23年3月期第1四半期 7,040 △5.7 57 △47.2 60 △34.4 △28 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 57百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 5.33 ―
23年3月期第1四半期 △2.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,066 1,989 16.5
23年3月期 11,545 1,932 16.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,989百万円 23年3月期  1,932百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 14,600 2.5 150 864.7 150 ― 130 ― 12.66
通期 29,500 2.6 390 100.5 370 98.3 320 ― 31.16



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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せん。 

※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。 
 なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料３頁「(3)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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 10,510,000 株 23年3月期 10,510,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 240,033 株 23年3月期 240,033 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,269,967 株 23年3月期1Q 10,269,967 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災や原子力発

電所の事故による電力不足の影響を受ける中、厳しい雇用情勢や個人消費の低迷など、先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

当業界におきましては、震災の影響による自粛や先行き不安による購買意欲の冷え込み等により消費

低迷が続く中、原材料及び包装資材の高騰により厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは単品量販の推進及び株式会社マルハニチロ畜産との業務提携

の推進により売上高の回復に努めてまいりました。また、生産面では小集団活動による生産性の向上を

図るとともに製造コストの削減に取り組んでまいりました。食肉部門におきましては、不採算部門の立

て直しを図り食肉部門の採算改善に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、食肉加工品部門の売上回復は見られたものの、食

肉部門の売上回復が見られなかったことから売上高は70億17百万円（前年同期比0.3％減）となりまし

た。 

損益面につきましては、製造コストの削減及び販売の効率化による経費削減効果はありましたが、原

材料及び包装資材等の値上がりによるコスト増を吸収できなかったため営業利益は53百万円（前年同期

比6.9％減）、経常利益は59百万円（前年同期比1.6％減）となりました。四半期純損益につきまして

は、四半期純利益54百万円（前年同期28百万円の四半期純損失）の計上となりました。 

部門別の概況は次のとおりであります。 

食肉加工品部門 

食肉加工品部門につきましては、単品量販の推進によりソーセージの新商品が好調に推移したことか

ら売上は増加いたしました。この結果、この部門の売上高は27億18百万円（前年同期比1.2％増）とな

りました。 

惣菜その他加工品部門 

惣菜その他加工品部門につきましては、震災の影響により仙南工場が一時操業停止したことから、練

り物商品の売上高が減少しましたが、一次加工品の新商品売上が好調に推移したため、売上は微増とな

りました。この結果、この部門の売上高は11億55百万円（前年同期比0.5％増）となりました。 

食肉部門 

食肉部門につきましては、国産豚肉は相場回復により売上高は増加しましたが、国産牛肉は消費低迷

による販売単価の低下と販売不振により減少しました。この結果、この部門の売上高は31億２百万円

（前年同期比1.9％減）となりました。 

その他部門 

その他部門につきましては、物流部門及び飲食業部門の売上高は40百万円（前年同期比2.8％減）と

なりました。 

  

１．当四半期決算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
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当第１四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５億20百万円増加し、120億66百

万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものであります。 

  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点において平成23年５月13日に公

表した業績予想の変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ４億63百万円増加し、100億77百万

円となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ57百万円増加し、19億89百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,508,653 1,638,122

受取手形及び売掛金 2,709,760 2,627,906

商品及び製品 1,523,409 1,941,459

仕掛品 150,796 161,389

原材料及び貯蔵品 219,234 202,822

繰延税金資産 79,767 79,761

その他 62,083 67,348

貸倒引当金 △4,399 △4,373

流動資産合計 6,249,305 6,714,436

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,645,300 1,615,272

機械装置及び運搬具（純額） 228,586 232,247

土地 1,897,161 1,897,161

リース資産（純額） 382,950 458,752

その他（純額） 67,884 70,653

有形固定資産合計 4,221,884 4,274,087

無形固定資産 20,660 20,094

投資その他の資産

投資有価証券 797,496 801,454

繰延税金資産 7,663 7,692

その他 275,727 270,547

貸倒引当金 △26,839 △21,435

投資その他の資産合計 1,054,047 1,058,259

固定資産合計 5,296,592 5,352,441

資産合計 11,545,898 12,066,878
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,637,666 2,460,944

短期借入金 3,487,878 4,053,880

リース債務 76,721 93,243

未払法人税等 8,275 9,762

賞与引当金 112,208 36,107

災害損失引当金 13,068 －

その他 667,693 837,821

流動負債合計 7,003,513 7,491,758

固定負債

長期借入金 1,472,855 1,392,841

リース債務 330,786 395,079

退職給付引当金 645,915 636,469

役員退職慰労引当金 116,838 120,285

環境対策引当金 10,555 10,555

負ののれん 9,735 7,301

その他 22,995 22,795

固定負債合計 2,609,681 2,585,328

負債合計 9,613,194 10,077,087

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,500 1,080,500

資本剰余金 685,424 685,424

利益剰余金 300,569 355,326

自己株式 △3,877 △3,877

株主資本合計 2,062,617 2,117,373

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △130,112 △127,593

その他の包括利益累計額合計 △130,112 △127,593

少数株主持分 199 11

純資産合計 1,932,703 1,989,791

負債純資産合計 11,545,898 12,066,878
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 7,040,235 7,017,608

売上原価 5,754,553 5,788,630

売上総利益 1,285,682 1,228,978

販売費及び一般管理費 1,228,604 1,175,849

営業利益 57,078 53,128

営業外収益

受取利息 19 15

受取配当金 10,793 9,694

補助金収入 7,083 1,441

その他 11,042 13,448

営業外収益合計 28,939 24,598

営業外費用

支払利息 25,032 17,736

営業外費用合計 25,032 17,736

経常利益 60,984 59,991

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,775 －

特別利益合計 1,775 －

特別損失

固定資産除却損 5,287 7

減損損失 4,752 －

投資有価証券評価損 74,063 －

その他 2,190 －

特別損失合計 86,294 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△23,533 59,983

法人税、住民税及び事業税 5,460 5,408

法人税等調整額 △55 6

法人税等合計 5,405 5,414

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△28,938 54,568

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △187

四半期純利益又は四半期純損失（△） △28,960 54,756
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△28,938 54,568

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 19,667 2,518

その他の包括利益合計 19,667 2,518

四半期包括利益 △9,271 57,087

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,293 57,274

少数株主に係る四半期包括利益 21 △187
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至 平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計

期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

当社グループは、食肉加工品・惣菜その他加工品の製造及び販売、食肉の加工及び販売並びにこれに

付随する業務を事業内容としており、これらを統合し食肉及び食肉加工品の製造・販売を単一のセグメ

ントとして事業を行っております。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（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

（７）重要な後発事象
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