
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 名糖産業株式会社 上場取引所 東 名 
コード番号 2207 URL http://www.meito-sangyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 水谷 彰宏
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 山崎 潔 TEL 052-521-7111

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

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 5,005 ― △8 ― 380 ― 276 ―
20年3月期第1四半期 4,800 2.8 180 21.9 501 8.9 350 7.5

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 15.20 15.18
20年3月期第1四半期 19.26 19.22

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 51,206 37,919 74.1 2,081.80
20年3月期 49,733 36,822 74.0 2,021.60

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  37,919百万円 20年3月期  36,822百万円

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 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 18.00 18.00

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 10,100 ― 200 ― 550 ― 350 ― 19.22
通期 23,800 1.7 1,100 13.2 1,700 3.9 1,100 17.6 60.39

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.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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)および「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  21,265,000株 20年3月期  23,265,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,050,414株 20年3月期  5,050,655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  18,214,569株 20年3月期第1四半期  18,189,120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、資源価格の高騰が企業収益を圧迫して企業の景況感が悪化するなか、消費者の

買い控えの動きも広がり、景気の先行き不透明感が一段と強まりました。一方、サブプライムローン問題に端を発した世

界的な金融市場の混乱に加え、世界規模のインフレーションが加速するなど、事業環境は引き続き厳しい状況下で推移し

ました。 

　当社グループの中核事業の一つである菓子・食品の市場におきましても、原材料価格の高騰や販売競争の激化などの影

響を受けました。こうした情勢のもと、当社グループは、商品の安全性確保ならびに品質の向上に引き続き注力するとと

もに、積極的な販売促進活動を進めてまいりました。 

　以上の結果、当第１四半期の連結売上高は前年同四半期に比べ4.3％増の5,005百万円となりました。利益面では、売上

の増加や生産性の向上に努めてまいりましたが、高騰する原材料価格が招くコスト上昇を吸収しきれず、８百万円の営業

損失となりました。なお、前年同四半期の営業利益は、180百万円でありました。また、経常利益は前年同四半期に比べ

24.1％減の380百万円となり、四半期純利益につきましては、前年同四半期に比べ21.0％減の276百万円となりました。 

　なお、当社グループの業績は、売上高に占める割合の大きい食品事業が秋季から冬季に出荷が膨らむ傾向が強く、例

年、第１四半期の業績は、他の四半期に比べ相対的に低い水準となっております。 

事業分野別の動向は、次のとおりであります。

食品事業

当第１四半期においては、主力の菓子部門はチョコレート類・キャンディ類の売上が大幅に伸長し、増収となりまし

た。チョコレート類では、「アルファベットチョコレート」「ナッツチョコレートコレクション」「ベストアソートチョコ

レート」など主力ブランドのファミリータイプの商品が売上を大きく伸ばしましたが、「ぷくぷくたい」をはじめ各種の

エアインチョコレートは伸び悩みました。キャンディ類は、受託商品が大幅に売上を伸ばしました。 

　粉末飲料部門は、既存基幹商品を中心として拡売に取り組みました結果、主力の「レモンティー」や「ロイヤルミルク

ティー」が売上を順調に伸ばし、増収となりました。 

　また、主として九州地区で製造・販売している冷菓部門は、自社商品の売上は伸びたものの受託商品が落ち込み、減収

となりました。 

　そのほか、連結子会社の株式会社エースベーカリーは、主力のバウムクーヘン類は増収となりましたが、その他の品種

が苦戦して減収となりました。 

　これらの結果、食品事業の売上高は4,265百万円となりましたが、原材料価格の上昇を販売促進活動や生産性の向上な

どにより吸収するよう努めましたものの38百万円の営業損失となりました。 

化成品事業

酵素部門につきましては、前年同四半期に売上が大きく伸長したチーズ用凝乳酵素「レンネット」および脂肪分解酵

素「リパーゼ」は、苦戦を強いられ大幅に売上が減少しました。ともに海外を主な市場としており、円高ドル安の影響も

受けました。 

　薬品部門につきましては、ＭＲＩ（磁気共鳴画像）診断用肝臓造影剤『リゾビスト』の原薬である「デキストラン・マ

グネタイト」の売上は、前年同四半期と比べ大きな変動はありませんでしたが、医薬品などの原料の「デキストラン」や

デキストラン誘導体の売上が伸長したこともあり、増収となりました。 

　これらの結果、化成品事業の売上高は633百万円、営業利益は144百万円となりました。 

不動産事業

不動産事業につきましては、売上高は安定的に推移して106百万円に、営業利益は55百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1） 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は51,206百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,473百万円の増加とな

りました。また、負債は前連結会計年度末と比較し375百万円増加して13,287百万円となり、純資産は前連結会計年度末

に比べ1,097百万円増加して37,919百万円となりました。この結果、自己資本比率は74.1％となりました。 

　増減の主なものとして、資産の部では投資有価証券が1,810百万円増加しました。負債の部では繰延税金負債が784百万
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円増加し、純資産の部ではその他有価証券評価差額金が1,147百万円増加となりました。これらの増加につきましては、

保有する株式の株価の変動によることが主因であります。このほか、純資産の部につきまして、平成20年５月12日付の２

百万株の自己株式の消却を主因として、自己株式（マイナス表示）が3,775百万円、利益剰余金が3,825百万円それぞれ減

少しました。 

（2）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及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比

較し507百万円増加して、3,726百万円となりました。 

　営業活動の結果得られた資金は、955百万円となりました。資金の主な増加要因は、売上債権の減少額1,217百万円など

であります。投資活動の結果使用した資金は、56百万円となりました。資金の主な減少要因は、有形固定資産の取得によ

る支出136百万円などであります。また、財務活動により使用した資金は、390百万円となりました。資金の主な減少要因

は、配当金の支払額290百万円などであります。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

例年、第１四半期の業績は、他の四半期と比べ相対的に低い水準となる傾向が強いこともあり、当第１四半期は概ね

当初の想定した範囲内で推移しております。現時点では今後の業績予想につきまして、平成20年５月15日に発表いたしま

した数値を修正しておりません。

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棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う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ので、前連結会計年度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。

(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）および「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）を適用し、評価基準に

ついては、主として低価法から原価法（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

益に与える影響はありません。

（追加情報）

当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役会において決議された

内規に基づく連結会計年度末における要支給額により計上しておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株主総会

終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しました。制度の廃止に伴い、役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主

総会にて決議し、役員退職慰労引当金残高77百万円を固定負債の「その他」に計上しております。

決算短信 2008年08月04日 08時52分 08325xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）

名糖産業㈱　(2207)　平成21年３月期　第１四半期決算短信

－ 3 －



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 3,836 3,228

　 受取手形及び売掛金 3,668 4,886

　 有価証券 498 399

　 商品 0 0

　 製品 800 635

　 原材料 1,022 860

　 仕掛品 306 302

　 貯蔵品 15 17

　 その他 187 240

　 貸倒引当金 △44 △32

　 流動資産合計 10,294 10,538

　固定資産

　 有形固定資産 7,184 7,175

　 無形固定資産 92 96

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 32,557 30,746

　 その他 1,163 1,261

　 貸倒引当金 △85 △85

　 投資その他の資産合計 33,635 31,922

　 固定資産合計 40,912 39,195

　資産合計 51,206 49,733

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 2,335 2,290

　 短期借入金 1,000 1,100

　 未払法人税等 35 95

　 引当金 10 16

　 その他 1,794 2,088

　 流動負債合計 5,176 5,591

　固定負債

　 繰延税金負債 5,860 5,076

　 退職給付引当金 2,159 2,144

　 その他の引当金 10 95

　 その他 81 4

　 固定負債合計 8,111 7,320

　負債合計 13,287 12,911

純資産の部

　株主資本

　 資本金 1,313 1,313

　 資本剰余金 76 77

　 利益剰余金 32,114 35,939

　 自己株式 △5,759 △9,534

　 株主資本合計 27,744 27,795

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 10,174 9,026

　 評価・換算差額等合計 10,174 9,026

　 純資産合計 37,919 36,822

　負債純資産合計 51,206 49,733
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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）

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 5,005

　売上原価 3,356

　売上総利益 1,648

　販売費及び一般管理費

　 販売促進費 695

　 運送費・保管料 249

　 広告宣伝費 20

　 給料・賞与・諸手当 381

　 退職給付費用 22

　 役員退職慰労引当金繰入額 6

　 減価償却費 21

　 その他 259

　 販売費及び一般管理費合計 1,657

　営業損失(△) △8

　営業外収益

　 受取利息 16

　 受取配当金 289

　 有価証券売却益 50

　 持分法による投資利益 8

　 その他 32

　 営業外収益合計 397

　営業外費用

　 支払利息 1

　 固定資産除売却損 3

　 支払手数料 2

　 その他 0

　 営業外費用合計 8

　経常利益 380

　特別損失

　 減損損失 10

　 特別損失合計 10

　税金等調整前四半期純利益 369

　法人税、住民税及び事業税 47

　法人税等調整額 45

　法人税等合計 92

　四半期純利益 276

決算短信 2008年08月04日 08時52分 08325xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

名糖産業㈱　(2207)　平成21年３月期　第１四半期決算短信

－ 5 －



(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 369

　減価償却費 185

　減損損失 10

　退職給付引当金・役員退職慰労引当金の

　増減額(△は減少)
△70

　貸倒引当金の増減額(△は減少) 11

　有価証券・投資有価証券売却損益

　(△は益)
△50

　有形固定資産の除却・売却損益(△は益) 3

　受取利息及び受取配当金 △305

　支払利息 1

　為替差損益(△は益) 0

　持分法による投資損益(△は益) △8

　売上債権の増減額(△は増加) 1,217

　たな卸資産の増減額(△は増加) △330

　その他資産の増減額(△は増加) 6

　仕入債務の増減額(△は減少) 45

　その他 △340

　小計 746

　利息及び配当金の受取額 303

　利息の支払額 △1

　法人税等の支払額 △92

　営業活動によるキャッシュ・フロー 955

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券・投資有価証券の取得

　による支出
△100

　有価証券・投資有価証券の売却等

　による収入
177

　有形固定資産の取得による支出 △136

　無形固定資産の取得による支出 △2

　貸付金の回収による収入 2

　その他 2

　投資活動によるキャッシュ・フロー △56

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) △100

　自己株式の取得による支出 △2

　自己株式の売却による収入 2

　配当金の支払額 △290

　財務活動によるキャッシュ・フロー △390

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 507

現金及び現金同等物の期首残高 3,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,726
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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)および「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）

食品事業

(百万円)

化成品事業

(百万円)

不動産事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

　 売上高

　(1) 外部顧客に対する

　 売上高
4,265 633 106 5,005 ─ 5,005

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,265 633 106 5,005 ─ 5,005

営業利益または営業損失(△) △38 144 55 161 (170) △8

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　 ２ 各事業区分の主な製品など

　 食品事業………菓子、飲料など

　 化成品事業………薬品、酵素など

　 不動産事業………不動産賃貸、ゴルフ場など

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は平成20年４月30日開催の取締役会決議に基づき、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を実施いたし

ました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が１百万円、利益剰余金が3,774百万円、自己株式

が3,775百万円減少しております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

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)

金額（百万円）

　Ⅰ 売上高 4,800

　Ⅱ 売上原価 3,072

　 売上総利益 1,728

　Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,547

　 営業利益 180

　Ⅳ 営業外収益 337

　Ⅴ 営業外費用 16

　 経常利益 501

　 税金等調整前四半期純利益 501

　 税金費用 150

　 四半期純利益 350
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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)

区分 金額（百万円）

　Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 271

　Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △288

　Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △687

　Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

　Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △704

　Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,516

　Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,812
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