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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 17,355 ― 1,153 ― 1,092 ― 646 ―

20年3月期第1四半期 13,719 6.9 599 53.5 586 29.6 467 66.1

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 26.27 ―

20年3月期第1四半期 19.00 ―

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 42,342 13,330 31.5 541.74
20年3月期 39,175 12,756 32.6 518.38

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,330百万円 20年3月期  12,756百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 33,900 ― 700 ― 630 ― 380 ― 15.44
通期 65,100 17.3 580 38.0 440 90.5 260 4.9 10.57

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  

(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  無  

(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） 連結業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。 
（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  32,000,000株 20年3月期  32,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7,392,808株 20年3月期  7,391,018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  24,608,115株 20年3月期第1四半期  24,607,942株
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・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、米国金融問題を背景とする米国経済の景気後退懸念や、原油および原

材料価格の高騰などの影響により、景気全体が先行き不透明な状況で推移しました。

一方、当業界を取り巻く環境は、原料とうもろこしおよび原油価格の高騰に加え、穀物運搬船の海上運賃

の更なる高騰により、製造コストが大幅に増加したことから依然として厳しい状況で推移しました。

当社グループを取り巻く環境は、原料とうもろこしのシカゴ相場は期初584セント／ブッシェルでスタート

し、作付け期に雨天が続いたことによる作付けや生育の遅れを受けて600セント／ブッシェル近辺で推移して

いましたが、米国農務省の6月度報告において生産量の下方修正が発表されると多額の投機資金がとうもろこ

し相場に流入し、754セント／ブッシェルまで急上昇しました。その後、6月30日に米国農務省が発表した

08／09年度の作付面積報告が予想を上回ったことから一時的に下降したものの、第１四半期期末時点では724

セント／ブッシェルとなりました。

一方、為替相場は期初100円／ドルでスタートしましたが、急激な円高への反動や米国の金融不安が後退し

たことから、4月下旬以降は105円／ドル近辺で推移しました。その後、6月に各国要人によるドル安に対する

否定的な発言が相次いだことから109円／ドル台まで円安が進みましたが、第1四半期期末時点では107円／ド

ルとなりました。

このような状況のもと、当社グループはコストアップに対応するため、引き続き付加価値製品の拡販に注

力するとともに製品販売価格への転嫁に取り組みました。

販売面につきましては、糖化製品の販売が好調であり、特に酒類飲料向け製品の販売が好調であったこと

が売上高の増収に繋がりました。

この結果、当第1四半期は売上高173億5千万円となり前年同期比36億3千万円(26.5％)の増収、営業利益は

11億5千万円と前年同期比5億5千万円(92.6％)の増益、経常利益10億9千万円と前年同期比5億円(86.3％)の増

益、四半期純利益は6億4千万円と前年同期比1億7千万円(38.2％)の増益となりました。

2. 連結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、423億4千万円となり、前連結会計年度末と比較して31億6千万円の増加と

なりました。その主な要因は受取手形及び売掛金の増加21億4千万円とたな卸資産の増加5億3千万円等による

ものです。また、負債については、前連結会計年度末と比較して25億9千万円の増加となりました。その主な

要因は借入金の増加(純額)24億2千万円によるものです。

なお、純資産は133億3千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.1ポイント減少し、

31.5％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第1四半期連結会計期間末における現金および現金同等物(以下資金という)の残高は、12億1千万円とな

り、前連結会計年度末と比較して5億5千万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は13億8千万円(前年同期比26.4％減)となりました。

これは主として、税金等調整前四半期純利益10億9千万円に減価償却費4億6千万円を加算した額から、売上

債権の増加額21億4千万円とたな卸資産の増加額5億3千万円を控除した額等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は3億9千万円と(前年同期比46.8％増)となりました。

これは主として、当社工場設備の更新投資などの有形固定資産の取得による支出3億8千万円等によるもの

です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、得られた資金は23億3千万円(前年同期比157.4％増)となりました。

これは主として、借入金の増加(純額)24億2千万円から配当金の支払い8千万円を控除した額等によるもの

です。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
第1四半期の業績は前年同期比増収増益となっておりますが、原料とうもろこし及び海上輸送運賃並びに原

油価格は引続き高値圏で推移しており、今後、コスト負担の増加から収益面では厳しくなると見込まれ、平

成20年5月14日発表した業績予想は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

該当事項はありません。

(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

①.会計基準等の改正に伴う変更

 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.「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を当第

1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法)に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

②.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年度法人税法の改正を契機とし

て、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。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

 2.平成20年6月開催の定時株主総会において、積立型退任時報酬制度を導入したことにより、毎期の株主総

会で報酬額の決議をすることになりました。これにより、従来、役員の在任期間中に亘り役員退職慰労

引当金を計上していましたが、株主総会の決議を経た額について役員退職慰労引当金から長期未払金へ

振替計上することとし、平成20年6月末日において長期未払金へ73百万円を振替計上しております。
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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 1,216 657

受取手形及び売掛金 14,202 12,053

商品 9 6

製品 3,538 3,260

原材料及び貯蔵品 3,875 3,395

仕掛品 2,088 2,313

繰延税金資産 286 392

その他 505 442

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,722 22,521

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,991 3,820

機械装置及び運搬具 5,639 5,908

工具、器具及び備品 184 185

土地 1,864 1,864

建設仮勘定 460 384

有形固定資産合計 12,140 12,163

無形固定資産 205 211

投資その他の資産

投資有価証券 3,601 3,534

長期貸付金 9 9

繰延税金資産 467 541

その他 196 193

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 4,273 4,278

固定資産合計 16,619 16,654

資産合計 42,342 39,175
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（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 2,879 2,694

短期借入金 8,961 6,322

未払金 3,387 3,023

未払法人税等 303 111

賞与引当金 141 626

その他 283 242

流動負債合計 15,956 13,020

固定負債

長期借入金 9,940 10,152

退職給付引当金 3,041 3,078

役員退職慰労引当金 － 167

長期未払金 73 －

固定負債合計 13,055 13,398

負債合計 29,011 26,419

純資産の部

株主資本

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 328 328

利益剰余金 12,846 12,323

自己株式 △2,142 △2,141

株主資本合計 12,632 12,109

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 670 634

繰延ヘッジ損益 △0 △16

為替換算調整勘定 28 29

評価・換算差額等合計 698 647

純資産合計 13,330 12,756

負債純資産合計 42,342 39,175
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 17,355

売上原価 13,980

売上総利益 3,375

販売費及び一般管理費 2,221

営業利益 1,153

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 18

持分法による投資利益 12

試作品売却益 5

受取ロイヤリティー 0

受取保険金 0

その他 5

営業外収益合計 43

営業外費用

支払利息 101

その他 3

営業外費用合計 104

経常利益 1,092

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 1,090

法人税、住民税及び事業税 298

法人税等調整額 145

法人税等合計 444

四半期純利益 646
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(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 1,090

減価償却費 463

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △167

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 101

持分法による投資損益（△は益） △12

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 2

売上債権の増減額（△は増加） △2,148

たな卸資産の増減額（△は増加） △536

仕入債務の増減額（△は減少） 184

その他 △150

小計 △1,229

利息及び配当金の受取額 24

利息の支払額 △87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △91

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,384

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 △387

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △5

投資有価証券の取得による支出 △1

貸付金の回収による収入 0

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 19,600

短期借入金の返済による支出 △16,900

長期借入金の返済による支出 △273

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 559

現金及び現金同等物の期首残高 657

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,216
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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

【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)

とうもろこし等の加工製品及びその二次加工製品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セ

グメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【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)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載はしており

ません。

【海外売上高】

海外売上高がないため該当事項はありません。

(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。
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「参 考」

前第1四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目
前年同四半期

(自 平成19年4月 1日
  至 平成19年6月30日)

Ⅰ 売上高 13,719

Ⅱ 売上原価 11,066

   売上総利益 2,652

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,052

   営業利益 599

Ⅳ 営業外収益 69

Ⅴ 営業外費用 82

   経常利益 586

Ⅵ 特別利益 210

Ⅶ 特別損失 9

   税金等調整前四半期純利益 787

   税金費用 319

   四半期純利益 467

（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前年同四半期
(自 平成19年4月 1日
  至 平成19年6月30日)

区 分 金 額

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 787

   減価償却費 468

　  退職給付引当金の減少額 △146

   売上債権の増加額 △1,440

   たな卸資産の増加額 △717

　  仕入債務の減少額 △554

   その他 △243

小 計 △1,845

   法人税等の支払額 △0

　  その他 △35

   営業活動によるキャッシュ・フロー △1,881

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 △607

   その他 338

　  投資活動によるキャッシュ・フロー △269

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 6,100

　  短期借入金の返済による支出 △4,800

   長期借入れによる収入 250

　  長期借入金の返済による支出 △563

   自己株式の取得による支出 △0

　  配当金の支払額 △79

   その他 1

　  財務活動によるキャッシュ・フロー 908

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,242

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,640

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期残高 1,398
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