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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 2,053 △1.0 △35 ― △27 ― △39 ―
24年3月期第2四半期 2,073 1.0 △18 ― △9 ― △21 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △41百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △20百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △9.35 ―
24年3月期第2四半期 △5.12 ―

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

25年3月期第2四半期 3,908 1,253 32.1 300.37
24年3月期 3,862 1,307 33.8 313.22
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,253百万円 24年3月期  1,307百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 4,580 3.7 76 96.7 75 25.0 42 54.8 10.06



(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 

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P3「２．サマリー情報（注記
事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想に関する事項につきま
しては、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,179,000 株 24年3月期 4,179,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 5,638 株 24年3月期 5,638 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,173,362 株 24年3月期2Q 4,173,362 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災後の復興需要の高まりを背景に、景気は緩や

かに回復しつつあるものの、欧州の債務危機や円高の長期化などから、依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。  

食品業界におきましては、引き続きデフレの影響で低価格志向が続いていることや、飼料を中心とする原材料価

格の高騰など、継続して厳しい環境にあります。 

このような状況の中、当社の主たる販売先である産直型の生活協同組合及び宅配会社に対する主力の鶏肉の販売

は、前年並みに推移いたしましたが、鶏卵の販売が前年を下回ったため、売上高は減少いたしました。利益面につ

きましては、飼料を中心とする原材料価格の高騰、鶏肉の販売単価の低下、鶏肉一次処理の歩留り率の低下等によ

り減益となりました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、20億53百万円（前年同期比1.0％減）、営業損失は35百万円

（前年同期は18百万円の損失）、経常損失は27百万円（前年同期は9百万円の損失）、四半期純損失は39百万円

（前年同期は21百万円の損失）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（産直畜産事業） 

主に産直型の生活協同組合及び宅配会社へ販売している鶏肉、冷凍加工食品、鶏卵等で構成される産直畜産事業

につきましては、主力の鶏肉の販売は前年並みに推移したものの、鶏卵の販売が前年同期を下回ったため、売上高

は減少いたしました。利益面につきましては、飼料を中心とする原材料価格の高騰、鶏肉の販売単価の低下、鶏肉

一次処理の歩留り率の低下等により減益となりました。 

この結果、産直畜産事業の売上高は、16億78百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益は1億18百万円（前年同期

比18.4％減）となりました。 

  

（総合宅配事業） 

当社の食品を中心に会員宅に毎週商品をお届けする会員制宅配事業「スマイル生活」につきましては、会員数が

伸長したことにより、売上高は増加いたしました。利益面につきましては、売上高の増加と粗利率の向上により、

損益は改善いたしました。 

この結果、総合宅配事業の売上高は、3億12百万円（前年同期比2.6％増）、営業損失は10百万円（前年同期は12

百万円の損失）となりました。 

  

（牛乳製造卸売事業） 

牛乳や乳製品を生産、販売している牛乳製造卸売事業につきましては、売上高はほぼ前年並みとなりました。利

益面につきましては、生産を担う(有)むつみ牧場と、製造を担う(有)あきかわ牛乳の生産性向上等により、損益は

改善いたしました。 

 この結果、牛乳製造卸売事業の売上高は、26百万円（前年同期比4.2％減）、営業損失は9百万円（前年同期は10

百万円の損失）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、45百万円増加し、39億8百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が67百万円増加したことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、26億54百万円となりました。これは主に長期借

入金が75百万円増加したことによるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ53百万円減少し、12億53百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月18日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 733,055 800,457

受取手形及び売掛金 537,045 480,004

有価証券 20,447 20,453

商品及び製品 55,373 90,075

仕掛品 229,621 235,636

原材料及び貯蔵品 68,006 56,822

その他 167,501 177,411

貸倒引当金 △672 △760

流動資産合計 1,810,378 1,860,100

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 669,909 660,117

土地 791,763 791,763

建設仮勘定 20,932 17,828

その他（純額） 313,319 330,420

有形固定資産合計 1,795,924 1,800,129

無形固定資産   

のれん 77,957 71,298

その他 17,438 14,399

無形固定資産合計 95,396 85,698

投資その他の資産 161,295 162,438

固定資産合計 2,052,616 2,048,266

資産合計 3,862,995 3,908,366

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 313,129 314,538

短期借入金 1,167,857 1,198,539

未払法人税等 26,319 10,606

賞与引当金 19,360 39,664

その他 263,846 253,418

流動負債合計 1,790,512 1,816,766

固定負債   

長期借入金 459,841 535,564

退職給付引当金 181,955 184,676

役員退職慰労引当金 50,824 52,253

その他 72,676 65,549

固定負債合計 765,297 838,044

負債合計 2,555,809 2,654,811



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,150 714,150

資本剰余金 554,541 554,541

利益剰余金 40,798 △10,745

自己株式 △3,573 △3,573

株主資本合計 1,305,916 1,254,372

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,269 △816

その他の包括利益累計額合計 1,269 △816

純資産合計 1,307,185 1,253,555

負債純資産合計 3,862,995 3,908,366



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,073,195 2,053,259

売上原価 1,630,021 1,624,402

売上総利益 443,174 428,856

販売費及び一般管理費 461,176 464,589

営業損失（△） △18,002 △35,732

営業外収益   

受取利息 676 658

受取配当金 769 705

補填金収入 11,210 17,139

保険返戻金 6,643 －

その他 3,718 3,403

営業外収益合計 23,018 21,906

営業外費用   

支払利息 14,937 13,264

その他 45 51

営業外費用合計 14,982 13,315

経常損失（△） △9,966 △27,141

特別利益   

固定資産売却益 786 1,502

受取保険金 － 2,297

その他 62 －

特別利益合計 849 3,799

特別損失   

固定資産売却損 185 312

固定資産除却損 734 2,368

災害による損失 － 2,850

特別損失合計 919 5,530

税金等調整前四半期純損失（△） △10,036 △28,872

法人税、住民税及び事業税 11,382 8,481

法人税等調整額 △22 1,669

法人税等合計 11,360 10,151

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △21,397 △39,023

四半期純損失（△） △21,397 △39,023



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △21,397 △39,023

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,283 △2,086

その他の包括利益合計 1,283 △2,086

四半期包括利益 △20,113 △41,109

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,113 △41,109



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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損失（△） △10,036 △28,872

減価償却費 119,641 128,911

のれん償却額 8,754 6,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 87

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,881 20,304

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,251 2,721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,736 1,429

受取利息及び受取配当金 △1,446 △1,363

支払利息 14,937 13,264

有形固定資産売却損益（△は益） △601 △1,189

有形固定資産除却損 734 2,368

売上債権の増減額（△は増加） △9,155 57,041

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,261 △28,616

未収入金の増減額（△は増加） 31,445 △4,791

仕入債務の増減額（△は減少） △52,657 1,409

その他 4,219 △15,200

小計 144,959 154,162

利息及び配当金の受取額 1,571 1,366

利息の支払額 △14,904 △13,116

法人税等の支払額 △7,384 △23,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,241 119,107

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △103,158 △137,349

有形固定資産の売却による収入 2,647 2,758

有形固定資産の除却による支出 － △2,105

貸付けによる支出 △2,450 △1,880

貸付金の回収による収入 10,102 6,125

ソフトウエアの取得による支出 △1,245 △290

その他 △479 △5,615

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,583 △138,355

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） △120,000 －

長期借入れによる収入 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △88,670 △93,595

配当金の支払額 △12,370 △12,295

その他 △7,963 △7,453

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,003 86,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,345 67,408

現金及び現金同等物の期首残高 853,932 753,503



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 754,587 820,911



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  

（単位：千円）

（注）「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、牛乳宅配事業及び物流部門等を 

   含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び品質管理費用であります。  

  

３．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   

 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

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
産直畜産 総合宅配 牛乳製造卸売 計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,718,189  304,299  27,254  2,049,743  23,452  2,073,195

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 49,492  1,418  29,809  80,720  120,288  201,009

計  1,767,681  305,718  57,063  2,130,463  143,741  2,274,204

セグメント利益又は損失

（△） 
 144,797  △12,565  △10,860  121,371  △6,319  115,051

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  121,371

「その他」の区分の利益  △6,319

のれんの償却額  △8,754

全社費用（注）  △124,298

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △18,002



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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  

（単位：千円）

（注）「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、牛乳宅配事業及び物流部門等を 

   含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び品質管理費用であります。  

  

３．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   

 該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
産直畜産 総合宅配 牛乳製造卸売 計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,678,487  312,346  26,105  2,016,939  36,319  2,053,259

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 53,075  1,363  31,675  86,114  122,654  208,769

計  1,731,563  313,709  57,781  2,103,054  158,974  2,262,028

セグメント利益又は損失

（△） 
 118,153  △10,944  △9,834  97,374  △6,508  90,865

  (単位：千円)

利益 金額 

報告セグメント計  97,374

「その他」の区分の利益  △6,508

のれんの償却額  △6,659

全社費用（注）  △119,939

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △35,732
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