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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 49,399 2.5 1,732 2.4 1,718 0.6 1,301 5.3
23年3月期第1四半期 48,182 △2.1 1,692 13.7 1,708 17.2 1,236 23.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,243百万円 （84.4％） 23年3月期第1四半期 674百万円 （―％）

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 10.02 ―
23年3月期第1四半期 9.35 ―

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 119,760 64,906 53.0
23年3月期 117,104 64,710 54.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  63,489百万円 23年3月期  63,396百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

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) 101,000 1.9 3,300 1.7 3,300 0.5 2,700 0.2 20.78
通期 205,000 3.1 5,800 1.3 5,900 1.3 3,900 1.2 30.02



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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の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、添付
資料５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

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 132,527,909 株 23年3月期 132,527,909 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,619,216 株 23年3月期 2,619,191 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 129,908,706 株 23年3月期1Q 132,270,980 株
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による生産活動や個人消費の落

ち込み等から持ち直しつつあるものの、電力供給不足問題などから、景気の先行きは不透明な状況

が続いております。

当業界におきましては、お客様の節約志向の一層の高まりにより、商品の低価格化が進行する穏

やかなデフレ市況が続く中、原材料価格が上昇するなど厳しい環境が続いております。

このような状況の中、当社グループは、「お客様第一」「コンプライアンスの徹底」「安全性と

品質の追求」のもと、より安全で安心な食品の提供に努める一方、「多角化戦略の推進」「グルー

プ経営の強化」「商品開発力の強化」の諸施策を軸に企業活動を推進してまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期比2.5％増の493億99百万

円、営業利益は前年同四半期比2.4％増の17億32百万円、経常利益は同0.6％増の17億18百万円、四

半期純利益は同5.3％増の13億１百万円となりました。

セグメント別の業績の概況は、次の通りであります。

①加工食品事業

震災や節電対応の影響により内食向け需要が堅調に推移する中、ハム・ソーセージ部門では、主

力ブランドの「燻製屋熟成ウインナー」の売上拡大を図ると共に、内食志向に対応した積極的なメ

ニュー提案の実施などにより「いつも新鮮ロースハム」や「切落し生ハム」などの販売拡大に努め

ました結果、当部門の売上高は、前年同四半期比2.8％の増収となりました。

【セグメント別業績】 (単位：百万円)

売上高 セグメント利益(営業利益)

連結累計期間 連結累計期間 連結累計期間 連結累計期間

1,110 121

89 △94

16 13

1,217 40

【加工食品事業 売上高内訳】 (単位：百万円)

売上高

連結累計期間 連結累計期間

589

521

(8.0%)(3.2%)

食 肉 事 業 13,095 13,185 131
(△71.8%)

当第１四半期 増減額 前第１四半期 当第１四半期

(3.7%)

(2.8%)

49,399 1,692

37
(0.7%)

増減額
（増減率） （増減率）

加 工 食 品 事 業 34,989 36,100 1,519 1,641

前第１四半期

そ の 他 97 113 41 54
(17.3%) (31.6%)

1,732
(2.5%) (2.4%)

前第１四半期 当第１四半期 増減額

（増減率）

合 計 48,182

ハム・ソーセージ 20,901 21,491

調理・ 加工 食品 14,088 14,609

－ 2 －
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　調理・加工食品部門は、韓国風チゲ「スンドゥブ」や「旨味工房カレー」などのレトルト商

品の売上が堅調に推移しました。また、デザート類は「ＳＷＥＥＴ　ＣＡＦＥ」シリーズ、飲

料類では「ＴＡＰＩＯＫＡ　ＴＩＭＥ」シリーズのラインナップの充実を図り、売上拡大に努

めました結果、当部門の売上高は、前年同四半期比3.7％の増収となりました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は前年同四半期比3.2％増の361億円となりました。営業

利益は、原材料・燃料価格が上昇するなど厳しい環境下にありましたが、増収効果に加え、コ

ストダウンによる生産性改善効果などから、前年同四半期比8.0％増の16億41百万円となりまし

た。

②食肉事業

　お客様の低価格商品志向は依然として強く、価格帯の高い牛肉の需要が伸び悩む中、相場も

震災影響などにより軟調に推移しましたことから、牛肉の売上は低迷しました。このような中、

相場が比較的堅調に推移しました豚肉の売上拡大に努めました結果、当セグメントの売上高は、

前年同四半期比0.7％増の131億85百万円となりましたが、営業利益は、輸入食肉販売の収益性

悪化などから、前年同四半期比71.8％減の37百万円となりました。

③その他事業

　その他事業の売上高は前年同四半期比17.3％増の１億13百万円、営業利益は前年同四半期比

31.6％増の54百万円となりました。

－ 3 －
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 (2)連結財政状態に関する定性的情報

(連結財政状態)

当第１四半期連結会計期間における総資産は、有形固定資産が７億円減少しましたが、受取手形

及び売掛金が19億15百万円増加したほか、たな卸資産が11億29百万円増加したことなどにより、前

連結会計年度に比べて26億55百万円増加し、1,197億60百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金が19億94百万円増加したことなどにより、前連結会計年度に比べて

24億58百万円増加し、548億53百万円となりました。

純資産は、剰余金の配当金10億39百万円の支払いがありましたが、四半期純利益13億１百万円の

計上などにより前連結会計年度に比べて１億96百万円増加し、649億６百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度に比べて1.1％減少し、53.0％となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ･フローは、売上債権及びたな卸資産の増加などによる減少要因があり

ましたが、仕入債務の増加や税金等調整前四半期純利益の計上などから、22億58百万円増加(前年同

四半期に比べ20億10百万円増加)しました。

投資活動によるキャッシュ･フローは、生産設備の増強・合理化や品質の安定のための固定資産の

取得による支出などから、11億37百万円減少(前年同四半期に比べ２億96百万円支出増加)しました。

財務活動によるキャッシュ･フローは、配当金の支払いや借入金及びリース債務の返済による支出

などから、16億66百万円減少(前年同四半期に比べ65百万円支出減少)しました。

以上の結果、当第１四半期連結累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５億44百万円減少(前年同四半期に比べ47億42百万円増加）し、130億38百万円となりました。

（単位：百万円）

前連結会計年度
当第１四半期
連結会計期間

増　減

総 資 産 117,104 119,760 2,655

負 債 52,394 54,853 2,458

純 資 産 64,710 64,906 196

自 己 資 本 比 率 54.1 ％ 53.0 ％ △ 1.1 ％

（単位：百万円）

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増　減

248 2,258 2,010

△ 840 △ 1,137 △ 296

△ 1,731 △ 1,666 65

8,295 13,038 4,742現金及び現金同等物の期末残高

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

－ 4 －
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(3）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年

５月12日に発表の業績予想に変更はありません。

 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

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(4) 追加情報

当第１四半期連結累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。

－ 5 －



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)

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 13,619 13,075

受取手形及び売掛金 19,921 21,836

商品及び製品 6,085 7,142

仕掛品 654 610

原材料及び貯蔵品 7,857 7,973

繰延税金資産 1,895 1,918

その他 662 1,234

貸倒引当金 △61 △54

流動資産合計 50,633 53,735

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 45,509 45,197

減価償却累計額 △29,918 △29,844

建物及び構築物（純額） 15,591 15,353

機械装置及び運搬具 42,326 42,854

減価償却累計額 △33,682 △34,246

機械装置及び運搬具（純額） 8,643 8,607

工具、器具及び備品 5,148 5,059

減価償却累計額 △3,475 △3,398

工具、器具及び備品（純額） 1,672 1,660

リース資産 8,693 8,500

減価償却累計額 △3,448 △3,562

リース資産（純額） 5,245 4,937

土地 19,097 18,715

建設仮勘定 130 405

有形固定資産合計 50,381 49,680

無形固定資産 826 766

投資その他の資産   

投資有価証券 8,758 8,485

関係会社株式 － 53

長期貸付金 147 154

繰延税金資産 55 56

その他 6,656 7,196

貸倒引当金 △353 △368

投資その他の資産合計 15,264 15,576

固定資産合計 66,471 66,024

資産合計 117,104 119,760
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(単位：百万円)

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   

支払手形及び買掛金 18,178 20,172

短期借入金 4,533 4,586

1年内返済予定の長期借入金 7,950 7,821

未払法人税等 706 259

未払消費税等 381 407

リース債務 1,346 1,276

賞与引当金 1,101 1,896

その他 6,500 7,148

流動負債合計 40,698 43,567

固定負債   

長期借入金 5,153 4,988

繰延税金負債 1,541 1,522

退職給付引当金 548 556

リース債務 3,965 3,726

その他 486 492

固定負債合計 11,696 11,286

負債合計 52,394 54,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,716 6,716

資本剰余金 21,685 21,685

利益剰余金 34,277 34,539

自己株式 △697 △697

株主資本合計 61,982 62,244

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,505 1,333

繰延ヘッジ損益 0 △5

為替換算調整勘定 △92 △83

その他の包括利益累計額合計 1,414 1,245

少数株主持分 1,313 1,416

純資産合計 64,710 64,906

負債純資産合計 117,104 119,760
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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：百万円)

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 48,182 49,399

売上原価 35,470 36,635

売上総利益 12,712 12,763

販売費及び一般管理費 11,019 11,031

営業利益 1,692 1,732

営業外収益   

受取利息 6 6

受取配当金 18 5

不動産賃貸料 46 43

その他 125 111

営業外収益合計 197 167

営業外費用   

支払利息 125 108

その他 56 72

営業外費用合計 181 181

経常利益 1,708 1,718

特別利益   

固定資産処分益 1 10

負ののれん発生益 － 19

特別利益合計 1 29

特別損失   

固定資産処分損 32 42

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37 －

投資有価証券評価損 1 4

投資有価証券売却損 0 －

特別損失合計 72 46

税金等調整前四半期純利益 1,637 1,701

法人税、住民税及び事業税 248 219

法人税等調整額 56 69

法人税等合計 305 289

少数株主損益調整前四半期純利益 1,331 1,412

少数株主利益 95 110

四半期純利益 1,236 1,301
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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：百万円)

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 1,331 1,412

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △682 △172

繰延ヘッジ損益 △8 △5

為替換算調整勘定 34 9

その他の包括利益合計 △657 △168

四半期包括利益 674 1,243

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 578 1,132

少数株主に係る四半期包括利益 95 110
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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) 

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 1,637 1,701

減価償却費 1,486 1,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 △212

受取利息及び受取配当金 △25 △11

支払利息 125 108

固定資産処分損益（△は益） 31 32

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 4

売上債権の増減額（△は増加） △1,759 △1,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,728 △1,127

仕入債務の増減額（△は減少） 1,872 1,970

未払消費税等の増減額（△は減少） △134 24

その他 192 883

小計 516 2,893

利息及び配当金の受取額 129 140

利息の支払額 △59 △61

法人税等の支払額 △339 △714

営業活動によるキャッシュ・フロー 248 2,258

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △8 △9

投資有価証券の売却による収入 0 －

固定資産の取得による支出 △928 △1,228

固定資産の売却による収入 11 104

関係会社株式の取得による支出 － △53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 5

その他 84 43

投資活動によるキャッシュ・フロー △840 △1,137

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） △96 40

長期借入金の返済による支出 △352 △295

リース債務の返済による支出 △351 △367

配当金の支払額 △925 △1,039

その他 △5 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,731 △1,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,319 △544

現金及び現金同等物の期首残高 10,615 13,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,295 13,038
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(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5)セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ．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）

 1.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

(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、保険代行事業等を

　　含んでおります。

　2　報告セグメントの利益計とその他事業セグメントの利益の合計は、四半期連結損益計算書の

　　営業利益と一致しております。

 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

記載すべき事項はありません。

Ⅱ．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）

 1.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

(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、保険代行事業等を

　　　含んでおります。

　2　報告セグメントの利益計とその他事業セグメントの利益の合計は、四半期連結損益計算書の

　　営業利益と一致しております。

（単位：百万円）

売上高

　外部顧客への売上高 34,989 13,095 48,085 97 48,182 － 48,182

　セグメント間の内部

　売上高又は振替高

計 34,989 13,095 48,085 310 48,396 △213 48,182

セグメント利益 1,519 131 1,651 41 1,692 － 1,692

－

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

加工食品
事業

食肉事業 計

－ － 213 213 △213 

報告セグメント

（単位：百万円）

売上高

　外部顧客への売上高 36,100 13,185 49,285 113 49,399 － 49,399

　セグメント間の内部

　売上高又は振替高

計 36,100 13,185 49,285 452 49,737 △338 49,399

セグメント利益 1,641 37 1,678 54 1,732 － 1,732

食肉事業 計

－－ － － 338 338 △338

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

加工食品
事業
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2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

　「加工食品事業」セグメントにおいて、当第１四半期連結累計期間より、新たに取

得した有限会社紀の梅食品を連結の範囲に含めましたことや、連結子会社である株式

会社熊野路の株式を追加取得しましたことから、負ののれん発生益(特別利益)を計上

しております。

　なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第１四半期連結累計期間に

おいては19百万円であります。

（その他の情報）

当社グループは、連結売上高の合計に占める国内の外部顧客への売上高の割合が90％

を超えております。また、海外売上高は連結売上高の10％未満であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　記載すべき事項はありません。
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