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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第61期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結
会計期間

第60期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 158,818 55,823 201,338

経常利益 (百万円) 3,655 2,068 2,437

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,919 1,710 1,338

純資産額 (百万円) － 60,392 59,654

総資産額 (百万円) － 126,109 110,212

１株当たり純資産額 (円) － 453.51 447.79

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 22.07 12.93 10.12

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) － 47.6 53.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,307 － 4,628

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,400 － △5,719

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,782 － 1,281

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) － 2,713 2,639

従業員数 (名) － 2,539 2,693

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
2,539

（3,741）

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)
1,432

（ 541）

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門の名称 生産量(屯)

ハム・ソーセージ 24,942

調理・加工食品 19,587

計 44,529

　

(2) 受注実績

当社グループは、主として消費動向の予測にもとづく見込み生産によっております。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門の名称 販売高(百万円)

ハム・ソーセージ 26,154

調理・加工食品 17,928

生肉他 11,741

計 55,823

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。
　

（1）経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、世界的

な金融危機の影響による企業業績の悪化に加え、雇用情勢の悪化や個人消費にも弱さがみられるなど、景

気は急速に後退しました。 

このような状況の中、当社グループは、業容拡大と合理化による安定的な収益体質の構築に取り組んで

まいりました。また、より安全で安心な食品を提供すべく、品質管理体制の一層の強化・充実に努めてお

ります。 

当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は、558億23百万円となりました。

利益面におきましては、原材料価格の高騰や原油高の影響により、調達コストの高止まりが継続しまし

たが、売上高の増加や価格改定及びコスト削減の効果などから、営業利益は20億70百万円、経常利益は20

億68百万円となりました。また、四半期純利益は、17億10百万円となりました。

部門別売上高の状況は以下の通りです。

（ハム・ソーセージ部門）

「内食回帰」のトレンドの中、モンドセレクション最高金賞を受賞した「燻製屋熟成ウインナー」

が引き続き好調に推移した他、歳暮ギフトの売上も堅調に推移しましたことなどから、当部門全体の

売上高は、261億54百万円となりました。 

（調理・加工食品部門）

当部門におきましては、中国産商品の安全性の問題から、中国産商品の消費者離れが続くなど非常

に厳しい環境下で推移しました。このような中、チキン惣菜が国内工場で生産した商品を中心に堅調

に推移しましたものの、当部門全体の売上高は、179億28百万円となりました。

（生肉他部門）

当第３四半期連結会計期間において、景気後退の影響を受けて食肉需要は世界的に減少し、当部門

を取り巻く環境は、第２四半期連結累計期間に比べ大きく変動いたしました。このような中、米国産

・国産牛肉の拡販に努めましたが、当部門全体の売上高は、117億41百万円となりました。

　

（2）財政状態の分析

総資産は、時価の下落による投資有価証券の減少がありましたものの、季節要因による売上債権の増加

や、改正後のリース取引に関する会計基準適用によりリース資産を59億83百万円計上しましたことなど

から、前期末に比べ158億97百万円増加し、1,261億９百万円となりました。  

負債は、有利子負債及び仕入債務の増加に加え、リース債務を59億88百万円計上しましたことなどか

ら、前期末に比べ151億58百万円増加し、657億16百万円となりました。   

純資産は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少などがありましたものの、四半期純利益

による剰余金の増加から、前期末に比べ７億38百万円増加し、603億92百万円となりました。これらの結

果、自己資本比率は47.6％となりました。
　

（3）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連結ベースの現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間

末に比べ６百万円増加し、27億13百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下の通りです。
　

(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の計上と仕入債務の増加など資金の増加要因がありましたが、売上債権の

増加やたな卸資産の増加などから、営業活動による資金は49億８百万円減少しました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

生産設備の増強・合理化や品質の安定のための固定資産取得による支出などから、投資活動による資

金は10億69百万円減少しました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）
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リース債務の支払いによる減少要因がありましたが、有利子負債の増加により財務活動による資金は

59億84百万円増加しました。
　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。
　

（5）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における研究開発費の総額は、142百円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設

について、重要な変更はありません。除却等につきましても、特記すべき事項はありません。また、当第３

四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 132,527,909132,527,909
東京証券取引所(市場第一部)
大阪証券取引所(市場第一部)
フランクフルト証券取引所

単元株式数は1,000
株であります。

計 132,527,909132,527,909 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年12月31日 ― 132,527 ― 6,716 ― 21,685

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(注)  次の法人から、大量保有報告書の提出があり、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、

当社として当第３四半期会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができておりませ

ん。

報告義務
発生日

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

平成20年
９月22日

株式会社三菱Ｕ
Ｆ Ｊ フ ィ ナ ン
シャル・グルー
プ

東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号

7,806 5.89

平成20年
11月14日

ＪＰモルガン・
アセット・マネ
ジメント株式会
社

東京都千代田区丸の内２丁目７番３
号　東京ビルディング

6,516 4.92
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 247,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

131,687,000
131,687 同上

単元未満株式
普通株式

593,909
― 同上

発行済株式総数 132,527,909― ―

総株主の議決権 ― 131,687 ―

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式222株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
丸大食品株式会社

大阪府高槻市緑町
21番３号

247,000― 247,000 0.2

計 ― 247,000― 247,000 0.2

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 247 247 239 283 274 300 259 270 270

最低(円) 213 217 218 223 242 214 210 232 241

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号の

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,750 2,676

受取手形及び売掛金 ※1, ※3
 33,004 21,164

有価証券 － 2

商品及び製品 7,121 6,665

仕掛品 481 570

原材料及び貯蔵品 11,095 10,244

繰延税金資産 651 578

その他 1,056 1,149

貸倒引当金 △96 △63

流動資産合計 56,065 42,987

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 47,383 51,957

減価償却累計額 △31,066 △35,612

建物及び構築物（純額） 16,316 16,345

機械装置及び運搬具 46,358 46,467

減価償却累計額 △36,491 △36,536

機械装置及び運搬具（純額） 9,866 9,930

工具、器具及び備品 6,125 6,360

減価償却累計額 △4,213 △4,410

工具、器具及び備品（純額） 1,911 1,950

リース資産 6,795 －

減価償却累計額 △1,093 －

リース資産（純額） 5,702 －

土地 20,143 24,716

建設仮勘定 338 833

有形固定資産合計 54,278 53,775

無形固定資産 816 574

投資その他の資産

投資有価証券 9,171 11,722

長期貸付金 84 101

繰延税金資産 64 66

その他 6,069 1,370

貸倒引当金 △439 △386

投資その他の資産合計 14,950 12,875

固定資産合計 70,044 67,225

資産合計 126,109 110,212
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,998 19,937

短期借入金 8,625 1,188

1年内返済予定の長期借入金 7,218 7,265

未払法人税等 251 307

未払消費税等 433 168

リース債務 1,473 －

賞与引当金 351 1,102

その他 8,613 7,365

流動負債合計 50,966 37,334

固定負債

長期借入金 7,416 8,144

繰延税金負債 1,020 2,082

退職給付引当金 1,424 2,575

リース債務 4,514 －

負ののれん 2 39

その他 372 381

固定負債合計 14,750 13,223

負債合計 65,716 50,558

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 30,194 27,935

自己株式 △55 △53

株主資本合計 58,540 56,284

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,453 2,973

繰延ヘッジ損益 － △13

為替換算調整勘定 △5 △7

評価・換算差額等合計 1,447 2,952

少数株主持分 404 417

純資産合計 60,392 59,654

負債純資産合計 126,109 110,212
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第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)

売上高 158,818

売上原価 119,947

売上総利益 38,871

販売費及び一般管理費 ※
 35,334

営業利益 3,536

営業外収益

受取利息 26

受取配当金 117

不動産賃貸料 154

その他 421

営業外収益合計 719

営業外費用

支払利息 366

その他 234

営業外費用合計 601

経常利益 3,655

特別利益

固定資産処分益 252

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 16

特別利益合計 269

特別損失

固定資産処分損 251

減損損失 370

たな卸資産廃棄損 148

投資有価証券評価損 0

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 770

税金等調整前四半期純利益 3,154

法人税、住民税及び事業税 313

法人税等調整額 △71

法人税等合計 241

少数株主損失（△） △7

四半期純利益 2,919
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 55,823

売上原価 41,404

売上総利益 14,418

販売費及び一般管理費 ※
 12,347

営業利益 2,070

営業外収益

受取利息 9

受取配当金 0

不動産賃貸料 49

その他 136

営業外収益合計 196

営業外費用

支払利息 129

その他 68

営業外費用合計 198

経常利益 2,068

特別利益

固定資産処分益 65

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 16

特別利益合計 82

特別損失

固定資産処分損 133

減損損失 116

たな卸資産廃棄損 62

投資有価証券評価損 0

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 312

税金等調整前四半期純利益 1,838

法人税、住民税及び事業税 128

法人税等調整額 4

法人税等合計 133

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 1,710
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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）

当第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)

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 3,154

減価償却費 4,537

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,151

受取利息及び受取配当金 △143

支払利息 366

固定資産処分損益（△は益） △1

減損損失 370

売上債権の増減額（△は増加） △11,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,220

仕入債務の増減額（△は減少） 4,073

未払消費税等の増減額（△は減少） 265

その他 678

小計 △927

利息及び配当金の受取額 276

利息の支払額 △310

法人税等の支払額 △346

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △30

有価証券の売却による収入 135

固定資産の取得による支出 △4,327

固定資産の売却による収入 906

その他 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,400

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） 7,450

長期借入れによる収入 3,150

長期借入金の返済による支出 △3,923

リース債務の返済による支出 △1,225

配当金の支払額 △661

その他 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74

現金及び現金同等物の期首残高 2,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,713
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【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】

　
当第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)

　会計処理基準に関する事項の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利

益、及び税金等調整前四半期純利益が32百万円それぞれ減少しております。 

 

（2）たな卸資産の評価方法の変更

商品及び製品の評価方法は、従来、売価還元法に基づく原価法によっておりましたが、第１四半期連結会

計期間から総平均法に基づく原価法に変更しております。 

この変更は、より適正な期間損益の把握を目的としてシステムの再構築を実施したことによるものであ

ります。 

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は69百万円

減少し、営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益は68百万円それぞれ減少しています。

 

（3）リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日

　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年

１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期

適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から

売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首

に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額として取得

したものとしてリース資産を計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表につ

いてはリース資産が有形固定資産に5,702百万円、無形固定資産に281百万円計上され、リース債務が流動負

債に1,473百万円、固定負債に4,514百万円計上され、四半期連結損益計算書については、当第３四半期連結

累計期間の営業利益は90百万円増加し、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益は、４百万円それぞれ減

少しております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に計上されていたリース料のうち、リース債務の返済相当額の支払は「財務活動によるキャッシュ・フ

ロー」の区分に計上する方法に変更しました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」が1,225百万円増加し、

「財務活動によるキャッシュ・フロー」が同額減少しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第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)

１　たな卸資産の評価方法

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。

 

２　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。

 

３　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

法人税等の納付税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。

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認められ

ないことから、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　当第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)

　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　　当第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)

　　　有形固定資産の耐用年数の変更

第１四半期連結会計期間から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省

令」（平成20年４月30日省令32号）の施行を契機として、資産の利用状況を見直した結果、第１

四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数を改正後の省令に基づく法定耐用年数に変更

しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が142百

万円、営業利益が147百万円、経常利益、税金等調整前四半期純利益が148百万円それぞれ増加して

おります。

　

　　　遊休資産および賃貸用資産

前連結会計年度末に有形固定資産に含めておりました遊休資産および賃貸用資産は、第１四半

期連結会計期間から、投資その他の資産の「その他」に含めて記載しております。 

なお、遊休資産および賃貸用資産の当第３四半期連結会計期間末の金額は4,659百万円、前連結

会計年度末の金額は4,115百万円であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１.手形割引高 －

受取手形割引高　　　　　　　　　 　100百万円

２.偶発債務   ２.偶発債務    

次の会社の借入金に対して債務保証を行っており

ます。

次の会社の借入金に対して債務保証を行っており

ます。

奥出雲ファーム(有)　　　　　　　　　96百万円 奥出雲ファーム(有)　　　　　　　　125百万円

※３.四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理つい

ては、手形交換日をもって決済処理しております。
－

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれていま

す。

受取手形　　　　　　　　　　　　　　105百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　

　第３四半期連結累計期間

当第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)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

百万円

配送費 15,218

給与手当 6,968

賞与 1,253

賞与引当金繰入額 217

貸倒引当金繰入額 124

退職給付費用 161

広告宣伝費 685

減価償却費 946

　

　第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
 　至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費の主なもの

百万円

配送費 5,490

給与手当 2,312

賞与 307

賞与引当金繰入額 217

貸倒引当金繰入額 46

退職給付費用 43

広告宣伝費 287

減価償却費 317

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第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)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,750百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △37

現金及び現金同等物 2,713百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（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20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 132,527,909

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 252,426

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 661 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第３四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が見られます。

　

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円） 四半期連結貸借対照表
計上額（百万円） 差額（百万円）

株式 6,083 8,458 2,375

その他 620 620 0

合計 6,703 9,079 2,375

　

２　時価評価されていない有価証券の主な内容及び四半期連結貸借対照表計上額

内容 四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

非上場株式 86

債券 6

合計 92

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の当第３四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末日と比較して著

しい変動はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める食品事業の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

当第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)

　

全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める食品事業の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

　

当第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)

　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

海外売上高が連結売上高の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。

　

当第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)

　

海外売上高が連結売上高の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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

453.51円 447.79円

　

　　　　(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 60,392 59,654

普通株式に係る純資産額(百万円) 59,987 59,236

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 404 417

普通株式の発行済株式数(千株) 132,527 132,527

普通株式の自己株式数(千株) 252 241

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

132,275 132,286

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

　
当第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)

１株当たり四半期純利益金額 22.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については
潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　　　　(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 2,919

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,919

普通株主に帰属しない金額(百万円) －

普通株式の期中平均株式数(千株) 132,282
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第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 12.93円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については
潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　　　　(注)　１株当たりの四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,710

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,710

普通株主に帰属しない金額(百万円) －

普通株式の期中平均株式数(千株) 132,278

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

丸大食品株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　井　　上　　浩　　一　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　松　　井　　隆　　雄　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　岡　　部　　政　　男　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸大

食品株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、丸大食品株式会社及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

１．四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ているとおり、会社は第１

四半期連結会計期間から商品及び製品の評価方法を売価還元法に基づく原価法から総平均法に基づく原価

法に変更している。

２．四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ているとおり、会社は第１

四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　最終改正平成19年３月

30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号　最終改正平成19

年３月30日）を早期適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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