
 

平成 20 年７月 25 日 
 

各 位 
会社名   株式会社紀文フードケミファ 
代表者名  代表取締役社長 

社長執行役員   重山 俊彦 
（東証第１部 4065） 
問合せ先  
役職･氏名   取締役執行役員 

経営管理部長   櫻井 茂雄 
電話    03-3206-0778 

 
（訂正･数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（非連結）」

の一部訂正について 
 
平成 20 年７月 24 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（非連

結）」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正させていた

だきます。なお、訂正箇所は   を付して表示しております。 
また、数値データにも訂正がありますので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 
（訂正箇所 １ページ） 
１．平成 21 年３月期第１四半期の業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（２）財政状態 
（訂正前） 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
21 年３月期第１四半期 

20 年３月期 

百万円

25,795
27,090

％ 
58.2 
54.9

百万円

15,021
14,878

円 銭

531.72
526.66    

（参考）自己資本  21 年３月期第１四半期 15,021 百万円  20 年３月期 15,632 百万円 
                                     

（訂正後） 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
21 年３月期第１四半期 

20 年３月期 

百万円

25,795
25,750

％ 
58.2 
60.7

百万円

15,021
15,632

円 銭

531.72
553.35    

（参考）自己資本  21 年３月期第１四半期 15,021 百万円  20 年３月期 15,632 百万円 
以上  



平成21年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成20年7月24日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 紀文フードケミファ 上場取引所 東 

コード番号 4065 URL http://www.kibunfc.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 重山 俊彦

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員 経営管理部長 （氏名） 櫻井 茂雄 TEL 03-3206-0778

四半期報告書提出予定日 未定

1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 5,411 ― 146 ― 158 ― 78 ―

20年3月期第1四半期 5,899 △5.4 538 △40.4 544 △39.3 315 △36.0

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

21年3月期第1四半期 2.78 ―

20年3月期第1四半期 11.18 ―

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

21年3月期第1四半期 25,795 15,021 58.2 531.72
20年3月期 25,750 15,632 60.7 553.35

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,021百万円 20年3月期  15,632百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   平成21年３月期(予想）配当金は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項」欄を参照して下さい。）  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 11,800 ― 800 ― 770 ― 420 ― 14.87
通期 23,500 5.8 2,000 7.2 1,900 12.7 1,000 △13.3 35.40

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期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るもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  28,281,651株 20年3月期  28,281,651株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  31,665株 20年3月期  31,521株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  28,250,034株 20年3月期第1四半期  28,250,549株

＊ 業績の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １． 上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、予想に内在する不確定要因や今後の状況変化等により、実際の業績と異なる場合が 
    あります。 
  ２． なお、平成21年３月期の配当金につきましては、平成20年８月１日からの当社のキッコーマン株式会社の完全子会社化の状況等を勘案して今後検討してま 
    いります。  


