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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 3,582 ― 198 ― 204 ― 122 ―
20年3月期第1四半期 3,246 △0.7 220 2.1 223 2.8 133 3.7

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 37.99 ―
20年3月期第1四半期 41.40 ―

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 7,798 5,966 76.5 1,848.18
20年3月期 8,155 5,925 72.7 1,835.12

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,966百万円 20年3月期  5,925百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

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 6,800 ― 500 ― 500 ― 300 ― 92.91
通期 14,500 1.1 1,100 △2.2 1,100 △6.9 700 △0.7 216.79

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  無  

(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【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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  3,230,000株 20年3月期  3,230,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,500株 20年3月期  1,000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  3,228,833株 20年3月期第1四半期  3,229,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報を参照してください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、アメリカ経済の減速、原油高、原材料高を背景に設備投資、個

人消費の伸びが鈍化するなど、さらに減速しています。　

  食品業界におきましても、原油高、原材料高の影響を受け依然として厳しい状況が続いております。　

  このような状況の中で、当社は引き続き製造コストの削減、合理化、省力化に努めてまいりました。また、「安

全で安心な食品を安定してお客様に提供する。また、地球環境にやさしい事業活動を推進する。」ことを基本方針

に、品質管理の強化、地球環境問題への取り組みを積極的に行ってまいりました。　

  その結果、当第１四半期会計期間の売上高は3,582,532千円となり、前年同期に比べ10.4％の増収となりました。

　利益面につきましては、原材料の歩留まり向上や合理化・省力化を図り業績向上に努めましたが、原油高による

動力費の増加や法人税法改正に伴う耐用年数の見直しによる減価償却費の増加などの製造経費の増加があったため

に、営業利益は前年同期比9.8％減少の198,683千円、経常利益は前年同期比8.3％減少の204,558千円、また、四半

期純利益は前年同期比8.2％減少の122,673千円となりました。　

　部門別業績の概況は次のとおりであります。　

［即席麺部門］

　袋麺や豆カップ麺の受注が減少したものの、ワンタン麺等の受注が増加したことにより、売上高は前年同期比

4.8％増の1,877,937千円となりました。

［米飯部門］

  トレー入りレトルト包装米飯及び無菌包装米飯の受注が順調に推移し、売上高は前年同期比22.4％増の1,607,584

千円となりました。

［その他］　

  ＯＥＭの流動食の受注が増加したものの、ＦＤ（フリーズドライ）カップスープ製品の製造が終了したことによ

り、売上高は前年同期比30.9％減の97,011千円となりました。　

２．財政状態に関する定性的情報

   当第１四半期における総資産は7,798,791千円となり、前期末比356,532千円の減少となりました。これは主に

売掛金の減少による流動資産の減少や、減価償却費の計上による固定資産の減少によるものであります。負債につ

きましては、1,831,955千円となり前期末比397,763千円の減少となりました。これは主に、法人税、消費税等の支

払いによる流動負債の減少によるものであります。

  純資産につきましては、四半期純利益122,673千円を計上したことにより5,966,835千円となり、前期末比41,230

千円の増加となりました。　

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、前期末残高103,334千

円に比べて5,000千円増加し、当第１四半期会計期間末残高108,335千円となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、152,587千円の収入となりました。これは主に、未払消費税等や、

法人税等の支払があったものの減価償却費の計上、売上債権の減少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」は、78,006千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出や関係会社短期貸付金の支出があったこと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」は、69,580千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払による

ものであります。　

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表しました業績予想に変更はありません。

－ 1 －



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

　該当事項はありません。

（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

　①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期会計期間より「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、主として移動平均法による原価法（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。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ2,842千円減少しております。

　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））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（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

後開始する事業年度に係る四半期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

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。　

　なお、リース取引開始日が、適用初年度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た会計処理を引き続き採用しております。

　　この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,335 103,334

売掛金 1,244,296 1,474,819

製品 97,086 108,923

原材料 132,939 132,310

仕掛品 10,901 7,805

関係会社短期貸付金 919,787 881,964

その他 69,094 92,905

流動資産合計 2,582,441 2,802,065

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,594,993 1,588,162

機械及び装置（純額） 2,786,930 2,926,606

その他（純額） 613,492 619,826

有形固定資産合計 4,995,416 5,134,595

無形固定資産 986 1,023

投資その他の資産 219,946 217,639

固定資産合計 5,216,349 5,353,258

資産合計 7,798,791 8,155,324



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 871,361 939,499

未払法人税等 53,526 273,147

役員賞与引当金 1,650 11,970

その他 366,711 469,076

流動負債合計 1,293,249 1,693,693

固定負債   

退職給付引当金 535,066 529,286

役員退職慰労引当金 3,640 6,740

固定負債合計 538,706 536,026

負債合計 1,831,955 2,229,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 222,700 222,700

資本剰余金 213,620 213,620

利益剰余金 5,531,464 5,489,516

自己株式 △1,482 △722

株主資本合計 5,966,302 5,925,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 533 490

評価・換算差額等合計 533 490

純資産合計 5,966,835 5,925,604

負債純資産合計 7,798,791 8,155,324



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,582,532

売上原価 3,305,737

売上総利益 276,795

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 16,995

役員賞与引当金繰入額 1,650

退職給付費用 2,571

役員退職慰労引当金繰入額 1,150

その他 55,746

販売費及び一般管理費合計 78,112

営業利益 198,683

営業外収益  

受取利息 2,956

受取配当金 668

雑収入 2,250

営業外収益合計 5,875

経常利益 204,558

特別損失  

固定資産除却損 1,862

特別損失合計 1,862

税引前四半期純利益 202,696

法人税、住民税及び事業税 51,456

法人税等調整額 28,566

法人税等合計 80,022

四半期純利益 122,673



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 202,696

減価償却費 190,839

受取利息及び受取配当金 △3,624

固定資産除却損 1,862

売上債権の増減額（△は増加） 230,523

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,558

仕入債務の増減額（△は減少） △68,138

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,780

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,100

未払消費税等の増減額（△は減少） △115,599

その他の資産の増減額（△は増加） △10,306

その他の負債の増減額（△は減少） △22,292

小計 416,199

利息及び配当金の受取額 3,624

法人税等の支払額 △267,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,587

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 △40,183

短期貸付金の増減額（△は増加） △37,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,006

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △760

配当金の支払額 △68,820

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,000

現金及び現金同等物の期首残高 103,334

現金及び現金同等物の四半期末残高 108,335



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,246,371

Ⅱ　売上原価 2,953,919

売上総利益 292,451

Ⅲ　販売費及び一般管理費 72,200

営業利益 220,250

Ⅳ　営業外収益 5,120

Ⅴ　営業外費用 2,303

経常利益 223,068

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 15

税引前四半期純利益 223,052

法人税、住民税及び事業税 59,243

法人税等調整額　 30,143

四半期純利益 133,665

 

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）　

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

税引前四半期純利益　 223,052

減価償却費 170,412

受取利息及び受取配当金　 △17

支払利息　 881

固定資産除却損　 15

売上債権の減少額 362,072

たな卸資産の減少額 1,857

仕入債務の減少額 △203,609

退職給付引当金の増加額 1,541

役員退職慰労引当金の増加額 692

その他　 58,066

小計 614,965

利息及び受取配当金の受取額　 17

利息の支払額　 △881

法人税等の支払額　 △166,440

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

447,660

Ⅱ　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　 △16,051

有形固定資産の売却による収入　 8,143

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△7,907

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

関係会社短期借入金の純増減額　 △386,704

配当金の支払額　 △48,995

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△435,699

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又
は減少額）

4,053

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,113

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 6,166

－ 3 －
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