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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 67,819 ― 2,546 ― 2,672 ― 1,349 ―

20年3月期第1四半期 61,868 4.4 1,749 13.6 2,171 10.8 1,153 2.1

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 8.08 7.38
20年3月期第1四半期 6.82 6.24

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 199,590 96,493 47.4 566.35
20年3月期 193,113 93,726 47.5 549.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  94,657百万円 20年3月期  91,782百万円

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  
 

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 136,000 10.1 3,900 6.9 3,900 6.7 2,200 26.1 13.16
通期 275,000 9.7 7,500 11.8 7,500 11.4 4,300 12.8 25.73

4.  その他 
(1) 期中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  

該当事項はありません。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結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るもの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因により大きく異なることがありうることをご承知置
きください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  174,148,018株 20年3月期  174,148,018株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7,011,707株 20年3月期  7,005,544株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  167,136,635株 20年3月期第1四半期  169,082,279株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格、原材料価格の高騰などの影響を受け、企業の設備投資に翳りが見

られ、また物価上昇の影響から個人消費も鈍化しており、景気の先行きに減速感が強まりました。

　食品業界においては、穀物相場の高騰や諸資材価格の上昇が大きなコストアップ要因となり、厳しい経営環境が続

きました。また、偽装表示の相次ぐ発覚などにより、消費者の食品への不信・不安感は依然として高く、食品企業の

安全・安心への取組や情報開示がより一層求められております。さらに、製粉業界においては、平成19年４月から外

国産小麦の政府売渡価格の変動制及び一部銘柄のＳＢＳ方式（売買同時契約方式）が導入され、本年４月に主要銘柄

30％となる値上げが実施されました。

　このような環境の中、当社グループは今後の持続的成長（Sustainable Growth）を確かなものとするために、本年

４月を起点とする「08/09新経営計画SG100」を策定し、収益と財務体質の強化を目指して新たなスタートを切りまし

た。

　この結果、当第１四半期の業績は、売上高678億１千９百万円、営業利益25億４千６百万円、経常利益26億７千２百

万円、第１四半期純利益13億４千９百万円となりました。事業部門別の状況は次のとおりであります。

　製粉事業は、外国産小麦の政府売渡価格が引き上げられたことに伴い、本年４月に小麦粉販売価格の改定を行ない

ました。当社グループは、お客さまのニーズや食の多様化に対応するため、各種講習会・経営セミナーの開催、マー

ケットニーズをとらえた特長のある新製品の発売など、活発な営業活動を展開しました。その結果、出荷数量は前年

並みとなりましたが、売上高は前年同期を上回りました。また、倉庫業及び港湾運送事業の収入高は、前年同期を上

回りました。以上により、製粉事業の売上高は259億９千７百万円、営業利益は12億８千万円となりました。

　食品事業は、お客さまの健康・安全・簡便性をコンセプトとした特長のある新商品を開発するとともに、各種展示

会への出展、セミナー・技術講習会の開催など積極的なマーケティング活動を展開しました。その一方で、流通経費

や宣伝広告費等を抑え、販売の効率化に取り組んだ結果、プレミックス類、パスタ及びパスタ関連商品の売上は前年

同期を上回りました。また、冷凍食材・食品類の売上高も業務用・市販用とも前年同期を上回りました。中食関連食

品はコンビニ向け弁当が堅調に推移し、前年同期を上回りました。以上により、食品事業の売上高は348億９千６百万

円、営業利益は13億３千５百万円となりました。

　その他事業は、ペットフードがペット愛好家の増加から堅調に推移しました。また、バイオ関連の売上高は前年同

期を上回りましたが、エンジニアリング事業の売上は前年同期を下回りました。以上により、その他事業の売上高は

69億２千５百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産の残高は、前連結会計年度末（平成20年３月31日）に比べ64億７千６百万円増加し、1,995億９千万円となり

ました。この主な要因は、棚卸資産及び投資有価証券が増加したことによるものです。負債の残高は、前連結会計年

度末に比べ37億１千万円増加し、1,030億９千７百万円となりました。この主な要因は、借入金が増加したことによる

ものです。純資産の残高は、利益剰余金が約６億円増加したこと及び有価証券評価差額金が約26億円増加したこと等

により、前連結会計年度末に比べ27億６千６百万円増加し、964億９千３百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は98億９千万円となり、前連結会計年度末と比較して

２億３千８百万円増加しました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは△21億４百万円となり、前年同期に比べ23億４千３百万円減少しました。こ

の主な要因は、税金等調整前四半期純利益は増加しましたが、棚卸資産が増加したことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは13億９百万円の支出となりました。主な要因は、設備投資で13億円支出した

ことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは37億7千2百万円の収入となりました。この主な要因は、コマーシャルペーパー

の発行によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の連結業績は、厳しい事業環境下において、計画通りに推移しております。今後は穀物相場、原油を

はじめとする資源の高騰、金利の動向など、経営環境の先行きに極めて強い不透明感がありますので、平成21年３月

期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想を変更し

ておりません。

 



４．その他

（１）期中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）

該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①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。

②法人税等の納付税額の算定に関して、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しております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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場合に、前連結会計年度決算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を適用しております。

 

（３）四半期連結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

（会計処理の変更）

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法（月別）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、主として総平均法（月別）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。なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。

③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」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この

変更による損益への影響は軽微であります。

（追加情報）

①当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として資産の利用

状況を見直しした結果、当連結会計年度より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ141百万円減少しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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 9,957 9,691

受取手形及び売掛金 28,660 30,718

有価証券 122 121

商品及び製品 12,499 11,351

仕掛品 163 198

原材料及び貯蔵品 10,210 7,467

その他 3,401 2,920

貸倒引当金 △183 △201

流動資産合計 64,830 62,267

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,852 27,055

機械装置及び運搬具（純額） 19,491 18,861

土地 24,993 25,054

建設仮勘定 519 1,021

その他（純額） 966 944

有形固定資産合計 72,823 72,938

無形固定資産   

のれん 234 446

その他 517 531

無形固定資産合計 751 978

投資その他の資産   

投資有価証券 54,128 49,733

その他 7,527 7,645

貸倒引当金 △471 △449

投資その他の資産合計 61,184 56,928

固定資産合計 134,759 130,845

資産合計 199,590 193,113



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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 13,153 14,146

短期借入金 21,320 29,074

未払法人税等 2,028 2,054

賞与引当金 327 267

役員賞与引当金 － 41

その他 19,224 14,491

流動負債合計 56,054 60,076

固定負債   

社債 8,098 8,098

長期借入金 19,394 12,396

退職給付引当金 2,034 2,008

役員退職慰労引当金 805 780

その他 16,710 16,026

固定負債合計 47,042 39,310

負債合計 103,097 99,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,240 12,240

資本剰余金 11,387 11,387

利益剰余金 55,335 54,724

自己株式 △2,309 △2,308

株主資本合計 76,654 76,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,932 15,301

繰延ヘッジ損益 △3 △1

為替換算調整勘定 73 439

評価・換算差額等合計 18,002 15,738

少数株主持分 1,836 1,944

純資産合計 96,493 93,726

負債純資産合計 199,590 193,113



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 67,819

売上原価 52,238

売上総利益 15,580

販売費及び一般管理費 13,034

営業利益 2,546

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 511

その他 197

営業外収益合計 721

営業外費用  

支払利息 204

為替差損 210

その他 180

営業外費用合計 595

経常利益 2,672

特別利益 －

特別損失  

投資有価証券評価損 29

その他 68

特別損失合計 97

税金等調整前四半期純利益 2,574

法人税、住民税及び事業税 2,066

法人税等調整額 △853

法人税等合計 1,212

少数株主利益 12

四半期純利益 1,349



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 2,574

減価償却費 1,661

のれん償却額 20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

受取利息及び受取配当金 △524

支払利息 204

為替差損益（△は益） 207

持分法による投資損益（△は益） 46

有形固定資産売却損益（△は益） △13

売上債権の増減額（△は増加） 1,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,107

仕入債務の増減額（△は減少） △915

その他 △1,491

小計 △385

利息及び配当金の受取額 534

利息の支払額 △242

法人税等の支払額 △2,010

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,104

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 △1,300

有形固定資産の売却による収入 25

投資有価証券の取得による支出 △508

投資有価証券の売却による収入 538

貸付けによる支出 △105

貸付金の回収による収入 44

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309

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） △780

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,000

長期借入れによる収入 1,400

長期借入金の返済による支出 △1,248

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △585

少数株主への配当金の支払額 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,772

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 238

現金及び現金同等物の期首残高 9,651

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,890



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。

（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

ａ．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20年４月１日　至平成20年６月30日）

(単位：百万円)

製粉事業 食品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 25,997 34,896 6,925 67,819 － 67,819

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,069 246 485 1,802 (1,802) －

計 27,067 35,142 7,411 69,621 (1,802) 67,819

営業費用 25,786 33,807 7,466 67,060 (1,787) 65,273

営業利益 1,280 1,335 △55 2,560 (14) 2,546

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の種類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

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食関連食品等

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．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20年４月１日　至平成20年６月30日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載しておりません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 61,868

Ⅱ　売上原価 47,419

売上総利益 14,448

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,699

営業利益 1,749

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金 494

その他 298

計 793

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 199

その他 171

計 370

経常利益 2,171

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 79

税金等調整前四半期純利益 2,091

法人税、住民税及び事業税 428

法人税等調整額 485

少数株主利益 24

四半期純利益 1,153



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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 2,091

減価償却費 1,475

売上債権の増減額 △3,540

棚卸資産の増減額 2,480

仕入債務の増減額 267

その他 △991

小計 1,783

利息及び配当金の受取額 504

利息の支払額 △230

法人税等の支払額 △1,817

営業活動によるキャッシュ・フロー 239

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △1,652

固定資産の売却による収入 8

投資有価証券の取得・売却・償還 △103

その他 △123

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,871

Ⅲ　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 △288

長期借入金の返済による支出 △307

貸株預り保証金の増減額 △2,000

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △605

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,202

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 125

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △4,708

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,024

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 7,315



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

(単位：百万円)

製粉事業 食品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 22,147 32,446 7,274 61,868 － 61,868

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
499 218 437 1,155 (1,155) －

計 22,646 32,664 7,711 63,023 (1,155) 61,868

営業費用 21,564 31,946 7,768 61,279 (1,160) 60,118

営業利益 1,082 718 △57 1,744 4 1,749

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の種類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

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食関連食品等

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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。

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載しておりません。
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