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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 6,802 ― 229 ― 232 ― 133 ―
20年3月期第1四半期 6,473 8.8 505 △11.6 506 △12.6 300 △14.0

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 8.00 ―
20年3月期第1四半期 18.03 ―

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 31,440 25,883 82.3 1,551.13
20年3月期 31,045 25,942 83.6 1,554.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  25,883百万円 20年3月期  25,942百万円

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 ― 10.00 ― 14.00 24.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 14.00 24.00

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 13,100 ― 450 ― 430 ― 250 ― 14.98
通期 26,800 4.8 1,000 △18.7 970 △18.3 560 12.9 33.55

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） 

※ 業務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。実際の実績等は、実績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページをご参照ください。 
（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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  18,532,856株 20年3月期  18,532,856株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,845,850株 20年3月期  1,845,301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  16,687,265株 20年3月期第1四半期  16,694,599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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、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。
　食品業界におきましては、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。
当第１四半期連結累計期間におきましても、当社グループは、食の「安全、安心、信頼」を一層高めるた

めの諸施策を推進するとともに業績の進展に努力してまいりました。
その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、68億２百万円と前年同期比105.1％、３億

２千９百万円の大幅な増収となりました。利益につきましては、前期に引き続き油脂類、ピーナッツバター、
乳製品など主要な原料の価格が軒並み上昇したことに加え、前期に設備投資した石岡第一工場の減価償却費
の発生などがあり、営業利益は２億２千９百万円（前年同期比45.3％）、経常利益は２億３千２百万円（前年
同期比45.9％）となりました。四半期純利益は１億３千３百万円（前年同期比44.3％）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比べて３億９千５百万円増加し、314億

４千万円となりました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金の増加１億４千４百万円及び、たな卸資産９
千８百万円の増加によるものです。
負債は前連結会計年度末と比べて４億５千４百万円増加し、55億５千７百万円となりました。主な増加要

因は、未払配当金の計上によりその他が２億３千１百万円の増加によるものです。
純資産は前連結会計年度末と比べて５千８百万円減少し、258億８千３百万円となりました。主な要因は利

益剰余金１億円の減少とその他有価証券評価差額金４千１百万円の増加によるものです。

次に、当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
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は、営業活動で得られた６億７千４百万円、投

資活動で支出した資金３億７千４百万円、財務活動で支出した資金２億３千４百万円により、当第１四半期
連結会計期間末残高は94億２千７百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は６億７千４百万円で、主な増加内訳は税金等調整前四半期純利益２億３
千１百万円と減価償却費３億３千２百万円、減少内訳は売上債権の増加により１億４千４百万円及び法人
税等の支払額２億１百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動で支出した資金３億７千４百万円で、主なものは有形固定資産の取得による支出３億６千９百

万円であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で支出した資金は２億３千４百万円で、主なものは配当金の支払額２億３千３百万円であり
ます。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年５月16日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、

現時点での変更はありません。
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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
①棚卸資産の評価方法

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固定資産の減価償却費の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。
なお、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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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実績予想
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会計基準等の改正に伴う変更

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企
業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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に与える影響はありません。

②①以外の変更

　 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、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
　なお、この変更による損益に与える影響はありません。

（追加情報）

当社及び連結子会社は、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
利用状況を見直した結果、当第１四半期連結累計期間より、一部の減価償却資産について耐用年数の見
直しを行っております。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
23百万円増加しております。
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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

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表
　 （平成20年６月30日） 　 （平成20年３月31日）

資産の部
流動資産
現金及び預金 1,832 1,773
受取手形及び売掛金 5,411 5,266
有価証券 7,594 7,587
製品 843 768
仕掛品 74 55
原材料及び貯蔵品 1,315 1,311
繰延税金資産 222 153
その他 8 87
貸倒引当金 △23 △22
流動資産合計 17,280 16,981

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 7,905 7,881
　減価償却累計額 △3,715 △3,638
　建物及び構築物(純額) 4,189 4,242
機械装置及び運搬具 9,921 9,872
　減価償却累計額 △6,942 △6,750
　機械装置及び運搬具(純額) 2,978 3,122
土地 2,673 2,673
建設仮勘定 373 90
その他 520 515
　減価償却累計額 △425 △416
　その他(純額) 94 98
有形固定資産合計 10,310 10,226

無形固定資産 161 201
投資その他の資産
投資有価証券 904 833
繰延税金資産 254 270
その他 2,530 2,530
投資その他の資産合計 3,688 3,635

固定資産合計 14,160 14,063

資産合計 31,440 31,045
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表

　 （平成20年６月30日） 　 （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 1,632 1,538
未払法人税等 170 210
賞与引当金 431 265
その他 1,983 1,761
流動負債合計 4,217 3,775

固定負債
退職給付引当金 1,097 1,085
役員退職慰労引当金 171 171
繰延税金負債 43 44
その他 26 25
固定負債合計 1,339 1,327

負債合計 5,557 5,102

純資産の部

株主資本

資本金 2,270 2,270

資本剰余金 2,381 2,381

利益剰余金 22,732 22,832

自己株式 △1,566 △1,565

株主資本合計 25,818 25,919

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65 23

評価・換算差額等合計 65 23

純資産合計 25,883 25,942

負債純資産合計 31,440 31,045
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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 6,802
売上原価 5,253
売上総利益 1,548

販売費及び一般管理費 1,319
営業利益 229

営業外収益
　受取利息 9
　受取配当金 12
　不動産賃貸料 2
　仕入割引 7
　その他 12
　営業外収益合計 45
営業外費用
　たな卸資産廃棄損 30
　その他 11
　営業外費用合計 42

経常利益 232

特別利益 ―

特別損失

　固定資産除却損 0

　特別損失合計 0

　税金等調整前四半期純利益 231

　法人税、住民税及び事業税 180

　法人税等調整額 △81

　法人税等合計 98

　四半期純利益 133
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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 231
減価償却費 332
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1
退職給付引当金の増減額（△は減少） 12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0
前払年金費用の増減額（△は増加） 4
賞与引当金の増減額（△は減少） 166
受取利息及び受取配当金 △21
売上債権の増減額（△は増加） △144
たな卸資産の増減額（△は増加） △98
仕入債務の増減額（△は減少） 94
その他 273
小計 849
利息及び配当金の受取額 26
法人税等の支払額 △201
営業活動によるキャッシュ・フロー 674

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 △369
保険積立金の積立による支出 △7
その他 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △374

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △233
自己株式の取得による支出 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △234

現金及び現金同等物に係る換算差額 ―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66
現金及び現金同等物の期首残高 9,360
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,427
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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については、当社及び連結子会社は単一の産業区分に属する事業を行なっ

ており、事業の種類別セグメントを有しておりません。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間については、当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社

がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間については、当社及び連結子会社は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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【参考資料】

前第１四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

　（単位：百万円）

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）

売上高 6,473
売上原価 4,710
売上総利益 1,762

販売費及び一般管理費 1,257
営業利益 505

営業外収益 49
営業外費用 49

経常利益 506

特別利益 ―

特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 505

税金費用 204

四半期純利益 300
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