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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 29,248 ― 1,502 ― 1,475 ― 864 ―
20年3月期第1四半期 28,375 2.1 886 △37.8 854 △37.3 499 △38.5

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 24.83 ―
20年3月期第1四半期 14.34 ―

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 94,166 24,534 26.0 703.38
20年3月期 94,511 23,564 24.9 675.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  24,483百万円 20年3月期  23,515百万円

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 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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 60,500 ― 2,250 ― 2,100 ― 1,200 ― 34.47
通期 121,000 1.5 3,900 2.7 3,550 0.7 1,970 6.1 56.59

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  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．平成20年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、発表日現在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測数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項につきましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定
性的情報をご参照ください。 
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 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  34,885,585株 20年3月期  34,885,585株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  76,389株 20年3月期  52,505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  34,809,572株 20年3月期第1四半期  34,836,611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

ら、経営環境は厳しいものとなりました。

進してまいりました。

①スパイス＆ハーブ関連部門

万円（前年同期比103.1％）となりました。

②その他の加工食品部門他
　「十八穀ごはんの素」などの「穀物充実」シリーズが高い評価をいただき、売上に貢献いた
しました。また、調理済食品につきましても、前年同期実績を上回りましたことから、その他
の加工食品部門他の売上高は､前年同期比１億30百万円増の47億29百万円（同102.8％）となり
ました。

　
％）となりました。

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

己資本比率は26.0％となっております。

３．連結業績予想に関する定性的情報

び通期の連結業績予想につきまして、変更を行っておりません。

また利益面におきましては、原材料価格の上昇の影響などもありましたが、販売費及び一般
管理費を抑制し、営業利益は15億２百万円、経常利益は14億75百万円、四半期純利益は８億64

以上の結果、当第１四半期の売上高は前年同期比８億73百万円増の292億48百万円（同103.1

し、また、即席製品では本年２月発売の「王室料理人の地中海カレー」がご好評をいただき

ＩＬＬＥ（マイユ）」ブランドのマスタードが寄与しましたが、チューブ製品全体の売上が

レーが新製品を含め好調に売上を伸ばし、またパスタソースも堅調に推移いたしました。
減少したことにより、売上は前年を下回りました。インスタント食品その他は、レトルトカ

売上を伸ばしております。香辛調味料におきましては、本年３月に発売いたしました「ＭＡ

ど不透明な要因もございますが、当第１四半期の業績は、厳しい経営環境において概ね順調に
推移いたしましたことから、平成20年５月15日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及

以上の結果、スパイス＆ハーブ関連部門の売上高は､前年同期比７億42百万円増の245億19百

第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、原材料価格の上昇や景気の動向な

となりました。負債の部につきましては、前連結会計年度末と比較して13億14百万円減少し、
696億32百万円となりました。

当第１四半期の総資産は、前連結会計年度末と比較して３億44百万円減少し、941億66百万円

また純資産は、前連結会計年度末と比較して９億69百万円増加し、245億34百万円となり、自

洋風スパイスが「ＳＰＩＣＥ＆ＨＥＲＢ」シリーズをはじめとして引き続き好調に推移

様の視点に立って、当社グループの強みでありますスパイスとハーブを核とした事業活動を推

当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な
金融不安や原油価格の高騰などにより、景気の減速傾向が一層強まりました。
食品業界におきましては、個人消費が伸び悩むなかで、原材料価格の上昇が続いたことか

このような状況のなかで、当社グループは、企業理念「真の顧客満足の追求」のもと、お客
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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
（簡便な会計処理）
①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
年度末に係る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固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する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
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも

のに限定する方法によっております。
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、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、前連結会計年度末に
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特有の会計処理）
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

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。

　 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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ62百万円
減少しております。

③「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」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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ことになったことに
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、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
　これによる損益に与える影響額は軽微であります。

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、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっております。

④リース取引に関する会計基準の適用

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
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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）

  流動資産

    現金及び預金 12,439 15,268

　　受取手形及び売掛金 23,043 21,712

　　有価証券 500 500

　　商品及び製品 5,052 4,312

　　原材料 2,870 2,744

　　仕掛品 1,241 1,237

  　その他 7,743 9,134

  　貸倒引当金 △737 △1,408

    流動資産合計 52,154 53,500

　固定資産

  　有形固定資産

　　　建物及び構築物 9,112 9,202

　　　機械装置及び運搬具 5,646 5,715

　　　土地 10,345 10,345

　　　その他 2,686 2,180

      有形固定資産合計 27,790 27,443

　　無形固定資産

　　　のれん 34 35

　　　その他 933 993

      無形固定資産合計 968 1,029

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 7,405 6,866

　　　その他 6,206 5,995

　　　貸倒引当金 △359 △325

      投資その他の資産合計 13,253 12,536

    固定資産合計 42,011 41,010

　資産合計 94,166 94,511

 資産の部

当第１四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）（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
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（単位：百万円）

  流動負債

    支払手形及び買掛金 12,346 11,938

    短期借入金 24,395 29,700

    １年内償還予定の社債 4,000 4,000

    未払法人税等 526 809

    賞与引当金 1,720 1,124

    その他 8,770 9,766

    流動負債合計 51,759 57,338

  固定負債

    長期借入金 9,879 5,567

　　退職給付引当金 5,472 5,374

　　債務保証損失引当金 68 68

　　その他 2,452 2,598

    固定負債合計 17,872 13,608

　負債合計 69,632 70,946

　株主資本

　　資本金 1,744 1,744

  　資本剰余金 5,343 5,343

　　利益剰余金 20,235 19,574

　　自己株式 △55 △36

　　株主資本合計 27,268 26,625

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 1,213 893

　　土地再評価差額金 △3,983 △3,983

　　為替換算調整勘定 △14 △19

　　評価・換算差額等合計 △2,784 △3,110

　少数株主持分 50 48

  純資産合計 24,534 23,564

 負債純資産合計 94,166 94,511

前連結会計年度末に係

（平成20年３月31日）

る要約連結貸借対照表
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日）

 純資産の部

 負債の部
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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：百万円）

売上高 29,248

売上原価 16,615

売上総利益 12,632

販売費及び一般管理費

販売促進費 6,397

その他 4,732

販売費及び一般管理費合計 11,130

営業利益 1,502

営業外収益

受取利息 28

受取配当金 63

その他 70

営業外収益合計 162

営業外費用

支払利息 181

その他 8

営業外費用合計 189

経常利益 1,475

特別利益

ゴルフ会員権売却益 10

その他 1

特別利益合計 11

特別損失

投資有価証券評価損 0

その他 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 1,486

法人税、住民税及び事業税 516

法人税等調整額 102

法人税等合計 619

少数株主利益 1

864四半期純利益

  （自　平成20年４月１日

当第１四半期連結累計期間

    至　平成20年６月30日）
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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

（3）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

（4）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。

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。
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｢参考資料｣

 前四半期に係る財務諸表

　    前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

（単位：百万円）

Ⅰ  売上高 28,375

Ⅱ  売上原価 15,762

売上総利益 12,612

Ⅲ  販売費及び一般管理費 11,726

営業利益 886

Ⅳ  営業外収益 145

Ⅴ  営業外費用 177

経常利益 854

Ⅵ  特別利益 0

Ⅶ  特別損失 18

税金等調整前四半期純利益 836

法人税等 336

少数株主利益 0

四半期純利益 499

科　　目
（平成20年３月期

前年同四半期

金　　　額

     第１四半期）
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