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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 90,128 ― 2,875 ― 3,276 ― 1,905 ―
20年3月期第1四半期 63,449 11.2 1,801 0.9 1,869 △22.8 663 △51.9

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 11.06 ―
20年3月期第1四半期 3.84 ―

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 225,248 112,547 47.6 622.65
20年3月期 205,824 109,406 50.7 605.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  107,316百万円 20年3月期  104,437百万円

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 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

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 180,000 ― 3,000 ― 3,000 ― 1,100 ― 6.38
通期 367,000 23.1 7,500 82.3 7,500 64.5 3,500 86.6 20.31

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、４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、４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 
 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。 
 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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４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」をご覧ください。  

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  173,339,287株 20年3月期  173,339,287株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  982,811株 20年3月期  976,077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  172,360,673株 20年3月期第1四半期  172,705,199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

(1)業績

当第１四半期連結会計期間における日本経済は、輸出、生産の減少や企業収益の悪化などから景気回復

への減速感が強まりました。さらに、サブプライムローン問題を背景にした米国経済後退懸念や株式市場

の低迷、円安の進行、原油価格の高騰などから下振れリスクが高まっております。

製油業界におきましては、世界的な食糧需要の増加などを背景に穀物相場全体の高騰が続きました。そ

の結果、主要原材料である大豆・菜種・パーム油などの価格が一段の値上がりとなり、過去にない高水準

で推移いたしました。さらに、原油価格も高騰が続いたことから、資材費、製品・原材料の輸送費、工場

の燃料費など広範にわたるコスト負担が増大し、当社グループを取り巻く経営環境はより一層厳しい状況

となりました。

このような状況下、当社グループでは、昨年度からスタートした「ＧＲＯＷＴＨ １０～『“植物のチカ

ラ”を新たな価値へ』成長１０年構想～」の下における、中期経営計画「ＧＲＯＷＴＨ １０ フェーズⅠ」

の２年目として、技術に立脚した新商品開発や高付加価値商品の拡販に加え、コストに見合った適正な販

売価格の形成やコスト競争力の強化など、安定的な収益力の構築に取り組んでまいりました。

特に、コストの圧縮には継続して取り組むとともに、原材料価格高騰に見合った食用油等の製品の販売

価格改定についても推進してまいりました。また、海外をはじめ子会社の業績は総じて順調に推移いたし

ました。

これらの結果、売上高は前年同期に比べ増加し901億28百万円となりました。利益面では、営業利益が28

億75百万円と前年同期に比べ増加し、経常利益も前年同期に比べ増加し32億76百万円となりました。四半

期純利益につきましても、19億5百万円と前年同期に比べ増加いたしました。

(2)セグメント別の概況

〔製油関連事業〕

国内におきましては、油脂製品は高付加価値商品の拡販を推進するとともに、原材料価格高騰などのコ

スト増加に見合った販売価格の改定に継続して取り組んだ結果、販売数量は前年同期に比べ減少しました

が販売価格では前年同期を上回りました。油粕等につきましても、全体として、販売数量は前年同期に比

べ減少したものの販売価格は前年同期を上回る結果となりました。

海外におきましては、日本と同様に原材料価格が高騰する中、大連日清製油有限公司では販売数量、販

売金額ともに前年同期を上回り、利益面でも前年同期に比べ改善いたしました。また、INTERCONTINENTAL

SPECIALTY FATS SDN.BHDにつきましても、販売数量、販売金額はともに前年同期を上回りました。利益面

では前年同期の水準には及ばなかったものの堅調に推移いたしました。

これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期に比べ大幅に増加し838億10百万円となり、営業利益は

26億81百万円となりました。

〔ヘルシーフーズ・大豆蛋白事業〕

生活習慣病対応食品は特定保健用食品の新商品の影響等により販売数量、売上高ともに前年同期を上回

りました。また、ドレッシング、マヨネーズ類につきましても販売数量、売上高ともに前年同期を上回り、

大豆蛋白や大豆加工食品も順調に推移いたしました。しかし、事業の見直しを進めたこともあり、セグメ

ント全体としては、売上高は22億1百万円と概ね前年同期並みにとどまりました。営業損失は2億90百万円

となりました。
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〔ファインケミカル事業〕

化粧品原料において汎用品の販売構成比が高まったこともあり販売価格は前年同期を若干下回りました

が、販売数量、売上高はいずれも前年同期に比べ増加いたしました。また、化学品、中鎖脂肪酸油につき

ましても順調に推移いたしました。

これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期に比べ増加し14億18百万円となり、営業損失は6百万円

となりました。

〔その他事業〕

情報システム事業、エンジニアリング事業の売上高は前年同期を下回りましたが、物流事業の売上高が

前年同期を上回ったことなどにより、当セグメントの売上高は前年同期に比べわずかに増加し26億98百万

円となり、営業利益は4億88百万円となりました。

〔所在地別セグメント〕

日本における売上高は657億4百万円、営業利益は21億97百万円であり、中国、マレーシアなどのアジア

における売上高は244億24百万円、営業利益は6億42百万円となりました。

〔海外売上高〕

中国、マレーシアなどのアジア向け売上高は199億33百万円であり、欧州、米国などのその他地域への売

上高は47億45百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債および純資産の状況

流動資産は前連結会計年度末に比べ196億36百万円増加いたしました。これは、売上債権が売上高増加な

どに伴い84億66百万円増加した他、たな卸資産も原材料価格の高騰などにより66億70百万円増加したこと

が主な要因であります。一方、固定資産については、リース会計基準の適用に伴い、新たにリース資産と

して8億82百万円計上するとともに、投資有価証券が主として時価評価の影響により8億87百万円増加いた

しましたが、設備投資が減価償却費の範囲内に収まったことから、前連結会計年度末に比べ2億12百万円減

少いたしました。これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ194億23百万円増加の、2,252億48百万

円となりました。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ162億82百万円増加し、1,127億円となりました。主な要

因としては、仕入債務が原材料価格の高騰などの影響により81億69百万円増加したことに加え、有利子負

債が62億87百万円増加したこと、リース会計基準適用に伴いリース債務を新たに計上したことなどであり

ます。

純資産は、四半期純利益を計上したことやその他有価証券評価差額金が増加したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ31億41百万円増加し、1,125億47百万円となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により26

億69百万円、投資活動により5億88百万円それぞれ減少いたしましたが、財務活動により61億44百万円増加

いたしました。これらの結果、当四半期連結会計期間末の残高は88億23百万円となり、前連結会計年度末

に比べ26億57百万円増加いたしました。
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〔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32億33百万円、減価償却費16億78百万円等により資金は増加いたしました。

しかし、原材料価格高騰等を背景として、売上債権、たな卸資産が増加し166億69百万円の資金減少とな

り、仕入債務の増加により90億81百万円の資金増加となりました。これらの結果、営業活動によるキャッ

シュ・フローは26億69百万円の資金減少となりました。

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

有価証券および投資有価証券の増減により1億17百万円の資金増加となったものの、設備投資により6億24

百万円支出したこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローは5億88百万円の資金減少となりました。

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

当社および子会社において短期的な資金調達を行った結果、71億57百万円の資金が増加いたしました。

一方、株主の皆様への安定的な配当を継続し8億62百万円の配当金をお支払いいたしました。これらの結

果、財務活動によるキャッシュ・フローは61億44百万円の資金増加となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の業績は順調に推移いたしましたが、第２四半期以降の業績につきましては、現時点では

原材料価格や販売価格等における不確定要素が多く、今後の状況を見極めて判断してまいります。したが

いまして、第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、平成20年5月9日決算発表時の計画

を変更しておりません。

当社グループでは、今後も、諸コストの圧縮とともに、原材料価格高騰に見合った製品の販売価格改定

を進め、継続して業績の向上に取り組んでまいります。

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定に関しては、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。また、たな卸資産の簿価

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.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

境や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ため、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。
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②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までに

　ほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債として繰延べております。

(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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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ております。これに伴い、たな卸資産の評価基準および評価方法を、

製品については主として総平均法による原価法から、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、原材料については主として先入先出法による低価法か

ら、主として先入先出法による原価法(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)にそれぞれ変更しております。

　この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

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り扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。

　この変更に伴う影響は軽微であります。

④「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業

会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月

18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適

用し、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

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース

資産に計上する方法によっております。

　この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

　平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等に

ついて改正後の耐用年数に変更しております。これにより、営業利益が85百万円、経常利益および税金等

調整前四半期純利益が85百万円それぞれ減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。
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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 9,167 6,534

受取手形及び売掛金 56,081 47,615

有価証券 3,973 3,612

たな卸資産 53,448 46,777

その他 7,522 6,012

貸倒引当金 △28 △23

流動資産合計 130,165 110,529

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 26,611 27,236

機械装置及び運搬具（純額） 17,181 17,977

土地 24,731 24,745

その他（純額） 1,602 804

有形固定資産合計 70,125 70,763

無形固定資産

のれん 2,370 2,575

その他 1,120 1,102

無形固定資産合計 3,491 3,677

投資その他の資産

投資有価証券 18,452 17,564

その他 3,294 3,586

貸倒引当金 △281 △297

投資その他の資産合計 21,465 20,853

固定資産合計 95,082 95,294

資産合計 225,248 205,824
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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 36,454 28,285

短期借入金 21,200 12,403

コマーシャル・ペーパー 9,000 11,500

未払法人税等 1,326 615

引当金 77 64

その他 15,368 14,614

流動負債合計 83,428 67,484

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 30 40

引当金 1,898 2,255

負ののれん 13 13

その他 7,330 6,624

固定負債合計 29,272 28,933

負債合計 112,700 96,417

純資産の部

株主資本

資本金 16,332 16,332

資本剰余金 26,072 26,072

利益剰余金 62,169 61,126

自己株式 △441 △438

株主資本合計 104,132 103,091

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,967 1,236

繰延ヘッジ損益 1,354 △524

為替換算調整勘定 △137 633

評価・換算差額等合計 3,184 1,345

少数株主持分 5,231 4,968

純資産合計 112,547 109,406

負債純資産合計 225,248 205,824
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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 90,128

売上原価 76,790

売上総利益 13,338

販売費及び一般管理費 10,462

営業利益 2,875

営業外収益

受取利息 52

受取配当金 227

為替差益 286

負ののれん償却額 1

持分法による投資利益 14

その他 88

営業外収益合計 672

営業外費用

支払利息 204

その他 66

営業外費用合計 271

経常利益 3,276

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 43

特別損失合計 43

税金等調整前四半期純利益 3,233

法人税、住民税及び事業税 1,110

少数株主利益 217

四半期純利益 1,905
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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 3,233

減価償却費 1,678

のれん償却額 221

受取利息及び受取配当金 △280

支払利息 204

持分法による投資損益（△は益） △14

固定資産除売却損益（△は益） 43

売上債権の増減額（△は増加） △8,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,678

仕入債務の増減額（△は減少） 9,081

その他 206

小計 △2,294

利息及び配当金の受取額 286

利息の支払額 △182

法人税等の支払額 △479

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加） △124

有形固定資産の取得による支出 △624

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △94

投資有価証券の売却による収入 336

その他 △81

投資活動によるキャッシュ・フロー △588

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） 9,657

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,500

長期借入金の返済による支出 △10

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △862

少数株主への配当金の支払額 △41

その他 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,657

現金及び現金同等物の期首残高 6,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,823
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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

①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)

製油関連
事業

(百万円)

ヘルシーフ
ーズ・大豆
蛋白事業
(百万円)

ファインケ
ミカル事業
(百万円)

その他事業
(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
83,810 2,201 1,418 2,698 90,128 － 90,128

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
424 245 181 3,525 4,377 (4,377) －

計 84,234 2,447 1,599 6,223 94,505 (4,377) 90,128

営業利益又は営業損失(△) 2,681 △ 290 △ 6 488 2,872 2 2,875

(注)１ 事業区分は製品の属する業種区分によっております。

      ２ 各事業区分の主要製品

製油関連事業 家庭用食品、業務用食品、加工用油脂、加工油脂、油粕および穀類

ヘルシーフーズ・大豆

蛋白事業

生活習慣病対応食品、高齢者・介護食品、治療関連食品、栄養調整食品、機能性

素材、ドレッシング・マヨネーズ類、大豆たん白、大豆加工食品

ファインケミカル事業 化粧品・トイレタリー原料、化学品、中鎖脂肪酸油、レシチン、トコフェロール

その他事業
不動産賃貸、包装サービス、港湾荷役、倉庫業、飲食店経営、洗剤、スポーツ施

設経営、水産、販売促進、エンジニアリング、損害保険代理、コンピュータ関連

３ 追加情報
　平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、当第１四半期連結会計期間より、
機械装置等について改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に
よった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間において「製油関連事業」の営業利益が71
百万円減少し、「ヘルシーフーズ・大豆蛋白事業」の営業損失が12百万円増加し、「ファイン
ケミカル事業」の営業損失が3百万円増加し、「その他事業」の営業利益が1百万円増加して
おります。
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②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)

日本
(百万円)

アジア
(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 65,704 24,424 90,128 － 90,128

　(2)セグメント間の内部売上高
　  又は振替高

55 1,538 1,593 (1,593) －

計 65,759 25,962 91,722 (1,593) 90,128

　 営業利益 2,197 642 2,839 36 2,875

(注)１ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域
　 (1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による
　 (2)各区分に属する主な国または地域・・・アジア :中国、マレーシア

２ 追加情報
　平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等
について改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、
当第１四半期連結会計期間において「日本」の営業利益が85百万円減少しております。

③海外売上高

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)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 19,933 4,745 24,679

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 90,128

Ⅲ 連結売上高に占める

　 海外売上高の割合（％）
22.1 5.3 27.4

(注)１ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域

　   (1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による

　   (2)各区分に属する主な国又は地域

　     アジア   ：中国、マレーシア、台湾、韓国

          その他の地域 ：ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国

   ２ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(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

１ （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

(平成20年３月期第１四半期)
(19.4.1～19.6.30)

Ⅰ 売上高 63,449

Ⅱ 売上原価 51,346

　 売上総利益 12,103

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,301

　 営業利益 1,801

Ⅳ 営業外収益 305

　1. 受取利息及び受取配当金 202

　2. 負ののれんの償却額 1

　3. 持分法による投資利益 27

　4. その他 74

Ⅴ 営業外費用 237

　1. 支払利息 114

　2. その他 123

　 経常利益 1,869

 Ⅵ 特別利益 199

 Ⅶ 特別損失 38

　 税金等調整前四半期純利益 2,030

　 税金費用 1,324

　 少数株主利益 42

　 四半期純利益 663
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２ （要約）四半期連結キャッシュフロー計算書

　     （単位：百万円）

区分
前年同四半期

(平成20年３月期第１四半期)
(19.4.1～19.6.30)

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 2,030

　 減価償却費 1,494

　 のれんの償却額 207

　 退職給付引当金の増減額(△減少) △ 165

　 受取利息及び受取配当金 △ 202

　 支払利息 114

　 売上債権の増減額(△増加) △ 5,188

　 棚卸資産の増減額(△増加) △ 11,261

　 仕入債務の増減額(△減少) 11,961

　 その他 711

　 小計 △ 296

　 利息及び配当金の受取額 181

　 利息の支払額 △ 109

　 法人税等の支払額 △ 1,676

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,900

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有価証券の純増減額(△増加) 1,006

　 投資有価証券の取得による支出 △ 34

　 投資有価証券の売却による収入 304

　 有形固定資産の取得による支出 △ 859

　 有形固定資産の売却による収入 2

　 その他 △ 58

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 359

Ⅲ 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（△減少） △ 460

　 長期借入金の返済による支出 △ 22

　 配当金の支払額 △ 1,036

　 その他 △ 50

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,570

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 169

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少） △ 2,942

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,354

 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,411
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３ セグメント情報

前年同四半期 (平成20年3月期第1四半期 平成19年4月1日～平成19年6月30日)

　 （単位：百万円）

製油関連
事業

ヘルシー
フーズ・大
豆蛋白事業

ファインケ
ミカル事業

その他事業 計
消去又は

全社
連結

　売上高

　(1) 外部顧客に対する

      売上高
57,234 2,212 1,332 2,669 63,449 － 63,449

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
581 166 175 3,550 4,473 (4,473) －

計 57,816 2,378 1,507 6,220 67,923 (4,473) 63,449

営業利益又は営業損失(△) 1,790 △ 259 112 154 1,798 3 1,801

(注)１ 事業区分は製品の属する業種区分によっております。

      ２ 各事業区分の主要製品

製油関連事業 家庭用食品、業務用食品、加工用油脂、加工油脂、油粕および穀類

ヘルシーフーズ・大豆

蛋白事業

生活習慣病対応食品、高齢者・介護食品、治療関連食品、栄養調整食品、機能性

素材、ドレッシング・マヨネーズ類、大豆たん白、大豆加工食品

ファインケミカル事業 化粧品・トイレタリー原料、化学品、中鎖脂肪酸油、レシチン、トコフェロール

その他事業
不動産賃貸、包装サービス、港湾荷役、倉庫業、飲食店経営、洗剤、スポーツ施

設経営、水産、販売促進、エンジニアリング、損害保険代理、コンピュータ関連

6. その他の情報

（参考）個別業績の概要

平成21年3月期第1四半期の個別経営成績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

(％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 57,713 － 2,202 － 2,657 － 1,670 －

20年3月期第1四半期 45,051 11.8 1,757 14.9 2,535 27.8 1,524 27.9

（注）個別業績数値は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における
　 レビュー対象ではありません。
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