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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】

回次
第62期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第61期

会計期間
自平成21年１月１日
至平成21年３月31日

自平成20年１月１日
至平成20年12月31日

売上高（千円） 27,400,588 100,626,832

経常利益（千円） 385,108 1,187,534

四半期（当期）純利益（千円） 237,520 880,426

純資産額（千円） 4,983,005 4,726,113

総資産額（千円） 26,291,278 27,313,449

１株当たり純資産額（円） 535.39 505.54

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 28.01 103.81

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － －

自己資本比率（％） 17.3 15.7

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） △1,293,391 922,954

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △34,221 △205,696

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） 1,529,886 △1,190,417

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 2,479,060 2,271,377

従業員数（人） 413 415

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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。
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２【事業の内容】

当第１四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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第１四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21年３月31日現在

従業員数（人） 413 (320)

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者は除いており、グループ外から当社グループへの

出向者は含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託契約及び契約社員を含み、派遣社員を

除いております。）は、（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 163 (96)

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者は除いており、社外から当社への出向者は含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託契約及び契約社員を含み、派遣社員を除いております。）は、（　）内に

当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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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１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

米穀事業（千円） 12,336,162

食品事業（千円） 571,953

合計（千円） 12,908,116

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

米穀事業（千円） 10,094,000

鶏卵事業（千円） 1,533,751

食品事業（千円） 848,887

飼料事業（千円） 774,839

合計（千円） 13,251,479

　（注）１．金額は仕入価額によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）受注状況

　該当事項はありません。
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(4）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

米穀事業（千円） 22,696,309

鶏卵事業（千円） 1,668,691

食品事業（千円） 2,057,721

飼料事業（千円） 977,866

合計（千円） 27,400,588

　（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

㈱イトーヨーカ堂 3,955,287 14.4

日本デリカフーズ協同組合 2,841,012 10.4

４．米穀事業の内容は次のとおりであります。

区　　分

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

精米 玄米 その他 計

数量
構成比（％） 83.5 16.5 － 100.0

トン 97,583 19,234 － 116,817

売上高
構成比（％） 79.7 20.2 0.1 100.0

千円 18,080,3764,586,46629,46522,696,309
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

 

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、当四半期報告書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）業績の状況 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安が実体経済に深刻な影響を及ぼし、企業収

益は大幅に減少し、雇用・所得の不安による個人消費の減退等により、依然景気の後退が続いております。 

このような状況のなか、当社グループは国内・海外での積極的な新規取引先開拓を推進するとともに、高付加価

値のコメ加工食品の開発と販売を通して営業提案力の更なる強化を図る一方で、生産効率の向上、グループの精米

工場と品質管理レベルの統一化、販売及び管理コストの削減に注力してまいりました。

この結果、当第１四半期の業績は売上高27,400百万円（前年同期比20.5％増）、営業利益369百万円（同13.3％

増）、経常利益385百万円（同41.6％増）、当四半期純利益237百万円（同6.0％減）となりました。 

①米穀事業 

米穀事業につきましては、輸入米取り扱いの増加により、売上高は22,696百万円（前年同期比26.4％増）、

営業利益は458百万円（同1.1％増）となりました。

②鶏卵事業 

鶏卵事業につきましては、販売数量の拡大により、売上高は1,668百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益

は41百万円（同5.4％増）となりました。

③食品事業

食品事業につきましては、加工食品メーカーへの販売不振により売上高は2,057百万円（前年同期比10.1％

減）となりましたが、惣菜部門の採算改善により営業利益は29百万円（同112.4％増）となりました。

④飼料事業 

飼料事業につきましては、販売数量の拡大や新規取引の増加により、売上高は977百万円（前年同期比3.0％

増）、営業利益は56百万円（同1.5％増）となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

207百万円の増加となり、当第１四半期連結会計期間末では、2,479百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の営業活動の結果使用した資金は、1,293百万円となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益385百万円、売上債権の減少478百万円、たな卸資産の減少422百万円に対し、仕入債務の減少

2,558百万円があったこと等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１四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、34百万円となりました。これは主に有形固定資産の

取得による支出19百万円があったこと等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１四半期連結会計期間の財務活動の結果獲得した資金は、1,529百万円となりました。これは主に社債の償

還による支出608百万円に対し、短期借入金の増加額2,200百万円があったこと等によるものであります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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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 30,000,000

計 30,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年５月15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 8,530,000 8,530,000ジャスダック証券取引所
単元株式数

1,000株

計 8,530,000 8,530,000 － －

 

（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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成21年１月１日 

 ～

平成21年３月31日

－ 8,530 － 529,500 － 331,500

 

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四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。  
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成21年３月31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）  普通株式　　　 49,000 － －

 完全議決権株式（その他）  普通株式　　 8,410,000 8,410 －

 単元未満株式  普通株式　　　 71,000 －
１単元（1,000株）

未満の株式

 発行済株式総数 　　　　　　 8,530,000 － －

 総株主の議決権 －  8,410 －

  

②【自己株式等】

平成21年３月31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（％） 

 木徳神糧㈱
東京都江戸川区西瑞

江2-14-6
49,000 －  49,000 0.58

 計 －  49,000 －  49,000 0.58

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21年
１月

 
２月

 
３月

最高（円） 374 348 345

最低（円） 325 310 313

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、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。

 

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１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ＳＫ東京監査法人による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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,544,442 2,335,410

受取手形及び売掛金 9,578,283 10,060,502

商品 2,599,934 2,358,451

製品 521,280 236,395

原材料 1,314,191 2,201,767

仕掛品 430,576 471,921

貯蔵品 110,403 115,468

繰延税金資産 73,704 158,128

未収入金 71,684 138,105

その他 388,159 335,457

貸倒引当金 △2,882 △3,351

流動資産合計 17,629,776 18,408,257

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,824,924 2,860,934

機械装置及び運搬具（純額） 1,174,134 1,232,316

土地 2,957,521 2,957,521

その他（純額） 46,030 45,352

有形固定資産合計 ※1
 7,002,611

※1
 7,096,125

無形固定資産

ソフトウエア 26,002 24,346

その他 44,260 30,526

無形固定資産合計 70,262 54,872

投資その他の資産

投資有価証券 915,514 1,049,269

長期貸付金 30,324 30,480

長期前払費用 18,605 24,313

繰延税金資産 4,810 4,815

その他 760,353 775,286

貸倒引当金 △140,980 △129,971

投資その他の資産合計 1,588,627 1,754,193

固定資産合計 8,661,501 8,905,191

資産合計 26,291,278 27,313,449
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,829,124 6,392,209

短期借入金 10,765,411 8,550,514

1年内償還予定の社債 349,200 799,200

1年内返済予定の長期借入金 1,251,280 1,270,680

未払法人税等 200,141 115,067

繰延税金負債 － 55

賞与引当金 226,006 145,849

事業損失引当金 － 59,159

役員賞与引当金 － 3,000

その他 1,471,983 1,788,016

流動負債合計 18,093,146 19,123,753

固定負債

社債 949,700 1,107,800

長期借入金 1,653,807 1,664,399

繰延税金負債 510,425 564,133

退職給付引当金 28,076 26,937

負ののれん 9,366 16,285

その他 63,749 84,027

固定負債合計 3,215,125 3,463,582

負債合計 21,308,272 22,587,336

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,500 331,500

利益剰余金 3,703,923 3,506,869

自己株式 △18,682 △18,599

株主資本合計 4,546,241 4,349,269

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,848 59,587

繰延ヘッジ損益 58,951 △76,403

為替換算調整勘定 △35,944 △45,073

評価・換算差額等合計 △5,842 △61,888

少数株主持分 442,606 438,732

純資産合計 4,983,005 4,726,113

負債純資産合計 26,291,278 27,313,449
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（２）【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）

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

売上高 27,400,588

売上原価 25,630,053

売上総利益 1,770,535

販売費及び一般管理費 ※
 1,401,499

営業利益 369,036

営業外収益

受取利息 1,049

受取配当金 203

不動産賃貸料 15,853

負ののれん償却額 6,918

デリバティブ評価益 19,647

為替差益 26,676

その他 19,156

営業外収益合計 89,506

営業外費用

支払利息 66,022

不動産賃貸費用 3,610

その他 3,802

営業外費用合計 73,434

経常利益 385,108

特別利益

貸倒引当金戻入額 769

関係会社事業損失引当金戻入額 11,595

その他 1,590

特別利益合計 13,956

特別損失

固定資産売却損 109

固定資産除却損 1,714

貸倒引当金繰入額 11,309

その他 564

特別損失合計 13,698

税金等調整前四半期純利益 385,366

法人税、住民税及び事業税 146,206

法人税等調整額 △6,049

法人税等合計 140,156

少数株主利益 7,689

四半期純利益 237,520
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３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 385,366

減価償却費 130,555

負ののれん償却額 △6,918

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,539

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,156

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,138

受取利息及び受取配当金 △1,253

支払利息 66,022

固定資産売却損益（△は益） 109

固定資産除却損 1,714

デリバティブ評価損益（△は益） △19,647

売上債権の増減額（△は増加） 478,703

たな卸資産の増減額（△は増加） 422,764

仕入債務の増減額（△は減少） △2,558,643

その他 △223,072

小計 △1,235,465

利息及び配当金の受取額 1,253

利息の支払額 △81,463

法人税等の支払額 △46,305

その他の収入 74,872

その他の支出 △6,283

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,293,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △52

有形固定資産の取得による支出 △19,072

有形固定資産の売却による収入 13

投資有価証券の取得による支出 △8,095

貸付けによる支出 △100

貸付金の回収による収入 1,893

その他 △8,808

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,221
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（単位：千円）

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

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） 2,200,086

長期借入れによる収入 312,278

長期借入金の返済による支出 △342,270

社債の償還による支出 △608,100

自己株式の取得による支出 △82

配当金の支払額 △25,442

少数株主への配当金の支払額 △6,583

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,529,886

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 213,529

現金及び現金同等物の期首残高 2,271,377

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

24,925

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △30,770

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,479,060
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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１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項の

変更

（1）連結の範囲の変更

　　当第１四半期連結会計期間より一番保険サービス㈱について四半期純損益及び利

益剰余金等からみて四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、且つ全体とし

ても重要性がなくなったため、連結の範囲から除外しております。

（2）変更後の連結子会社の数

　10社

２．会計処理基準に関する事項

の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産 

　　米穀事業の商品・原材料については、従来、先入先出法による低価法、その他のたな

卸資産については主として先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

　　この変更による当第１四半期連結会計期間の損益への影響は軽微であります。

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報

告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　　この変更による当第１四半期連結会計期間の損益への影響はありません。 

（3）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））および「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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当第１四半期連

結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

　　これによる損益への影響はありません。

　　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

取引及びリース料総額が3,000千円以下の企業の事業内容に照らして重要性の乏し

い所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。  
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算

定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。 

２．たな卸資産の評価方法 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚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簿

価切下げを行う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

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、

且つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニング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あたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

 

 
 

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

 
 

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１

 　

 

 

　有形固定資産の減価償却累計額は、10,460,067千円

であります。

　債務保証 

　下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、

債務保証を行っております。  

東洋キトクフーズ㈱ 145,918 千円

木徳九州㈱ 566,710 

備前食糧㈱ 1,538,154 

合計 2,250,782 

※１

 

 

 

 

　有形固定資産の減価償却累計額は、10,357,263千円

であります。 

　債務保証 

　下記関係会社の金融機関等からの借入金等に対し、

債務保証を行っております。  

東洋キトクフーズ㈱ 162,500 千円

木徳九州㈱ 727,390 

備前食糧㈱ 1,688,720 

合計 2,578,610 

 

（四半期連結損益計算書関係）
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当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
　　至　平成21年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

運賃荷役料 557,368千円

給料及び手当 358,759 

減価償却費 19,991 

賞与引当金繰入額 47,462 

退職給付費用 17,987 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３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

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,544,442千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △65,381 

現金及び現金同等物 2,479,060 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　8,530,000株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　   49,529株  

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

  配当金支払額

（決議） 株式の種類
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 配当の原資

 平成21年３月25日定

時株主総会
 普通株式  25,442  3 平成20年12月31日 平成21年３月26日利益剰余金

  

５．株主資本の金額の著しい変動

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１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 
米穀事業
（千円）

鶏卵事業
（千円）

食品事業
（千円）

飼料事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        
(1）外部顧客に対する売

上高
22,696,3091,668,6912,057,721977,86627,400,588 － 27,400,588

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
474,432 5,564 37,737 － 517,734(517,734) －

計 23,170,7411,674,2552,095,459977,86627,918,323(517,734)27,400,588

営業利益 458,023 41,046 29,981 56,732 585,783(216,747)369,036

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品・商品

(1）米穀事業…………業務用精米、家庭用精米、玄米、加工米飯用米等

(2）鶏卵事業…………家庭用卵（一般卵・特殊卵）、業務用卵

(3）食品事業…………鶏肉、加工食品、米粉等

(4）飼料事業…………飼料  

【所在地別セグメント情報】

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

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

海外売上高は、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。  

 

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日） 

有価証券の当第１四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日） 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末と比較して著しい変動がありませ

ん。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 535.39円 １株当たり純資産額 505.54円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

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

１株当たり四半期純利益金額 28.01円

 

なお、潜在株式調整後１株あたり四半期純利益につい

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は、以下のとおりであります。

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

四半期純利益（千円） 237,520

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 237,520

期中平均株式数（千株） 8,480

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

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、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連

結会計年度末と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。

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５月14日

木徳神糧株式会社

取締役会　御中
 

ＳＫ東京監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 江部　安弘　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 久保　圭寿　　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」に掲げられている木徳神糧株式会社の

平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年

３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、木徳神糧株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　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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