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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 3,334 ― △11 ― 5 ― △14 ―

20年3月期第1四半期 3,119 6.2 1 △98.4 18 △80.8 △10 ―

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 △1.29 ―

20年3月期第1四半期 △0.89 ―

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 14,317 6,565 45.9 576.20
20年3月期 14,460 6,562 45.4 575.90

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  6,565百万円 20年3月期  6,562百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

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 6,939 ― 129 ― 110 ― 50 ― 4.39
通期 13,881 5.9 374 281.6 337 ― 170 ― 14.92

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 
 ・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及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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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覧ください。 
 ・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 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 11,400,000株 20年3月期 11,400,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 5,069株 20年3月期 5,069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 11,394,931株 20年3月期第1四半期 11,396,453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（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、原油価格・原材料価格高騰による

世界的なインフレ懸念を背景に、企業は設備投資を控え始め、家計では消費を抑え気味にしていることで、景気の先

行きが不透明な状況で推移しました。 

 食品業界におきましても原油価格・原材料価格の高騰の影響が続くとともに、消費者の節約意識ならびに食の安全

に対する意識の高まりを背景に依然として厳しい経営環境で推移しました。 

 このような状況の中で、当第１四半期の売上高は33億34百万円（前年同期比6.9％増）、経常利益は５百万円（前

年同期比71.5％減）、四半期純損失は14百万円（前年同期比44.5%増）となりました。 

部門別業績は次のとおりであります。 

○カラメル製品部門 

着色料カラメルは飲料用が微増しましたが、デザート関連製品に使用されているシラップ及びプリン用タブレッ

トが内食回帰の影響を受け、個人消費の減退から販売量が減少し売上高は７億34百万円（前年同期比1.2％減）と

なりました。 

○粉末製品部門 

 粉末調味料の増加に加え、引き続きヘルスケア関連製品が好調であったことから、売上高は６億66百万円（前年

同期比9.2％増）となりました。 

○凍結乾燥製品部門 

 凍結乾燥製品の主力である粉末山芋は依然、安価な海外品及び熱風乾燥品へ市場トレンドが移行していることか

ら、売上高は１億53百万円（前年同期比14.5％減）となりました。 

○造粒製品部門 

 健康食品素材関連製品が昨年に引き続き、順調に市場拡大が実現して大幅に増加し、売上高は８億39百万円（前

年同期比39.4％増）となりました。 

○ブレンド製品部門 

 輸出用粉末味噌汁及びスープ製品が増加したことと、病院向け食品関連の製品が増加したことから、売上高は３

億円（前年同期比43.0％増）となりました。 

○その他製品・商品部門 

 中国合弁会社で生産し、海外に輸出していました乾燥水産加工品の販売が大きく減少したことから、売上高は６

億39百万円（前年同期比17.3％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比べ総資産は１億43百万円減少し143億17百万円、純資産は３百

万円増加し65億65百万円となりました。  

 この結果、自己資本比率は45.9％、１株当たり純資産は576円20銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億52百万円となりまし

た。  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（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２億55百万円となりました。 

 これは主に、仕入債務の減少１億21百万円、売上債権の増加１億８百万円等によるものであります。 

（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83百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出65百万円等によるものであります。 

（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64百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の増加２億75百万円、長期借入金の返済による支出１億28百万円等によるものでありま

す。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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 

・ 簡便な会計処理   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により棚卸高を算定してお

ります。また、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。 

・ 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 

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 「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総平均法による原価法から総平均法による原価法

（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。   

  これにより、経常利益は23,839千円減少し、営業損失及び税金等調整前四半期純損失は23,839千円増加して

おります。 

（追加情報）   

  当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を９年～12年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より10年に変更しました。 

  この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、改正後の法人税

法に基づく耐用年数とするものであります。 

  これにより、営業損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ1,424千円減少し、経常利益は1,424千円

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：千円）

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 1,582,170 1,855,138

受取手形及び売掛金 2,952,144 2,853,312

有価証券 1,394 1,394

商品 473,624 422,257

製品 722,085 756,915

原材料 625,472 650,017

仕掛品 284,037 299,681

繰延税金資産 276,164 268,130

その他 311,596 307,129

貸倒引当金 △13,291 △7,812

流動資産合計 7,215,399 7,406,166

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,233,509 2,238,926

機械装置及び運搬具（純額） 2,598,302 2,628,840

その他（純額） 431,419 440,088

有形固定資産合計 5,263,231 5,307,855

無形固定資産 32,200 32,205

投資その他の資産   

投資有価証券 966,401 743,285

繰延税金資産 373,511 476,613

その他 473,963 509,153

貸倒引当金 △7,704 △14,348

投資その他の資産合計 1,806,171 1,714,704

固定資産合計 7,101,604 7,054,766

資産合計 14,317,003 14,460,932
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（単位：千円）

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 1,471,831 1,608,242

短期借入金 2,693,312 2,418,312

未払法人税等 7,077 79,444

賞与引当金 103,899 205,670

役員賞与引当金 501 2,000

その他 712,596 681,830

流動負債合計 4,989,218 4,995,499

固定負債   

長期借入金 1,419,232 1,547,560

退職給付引当金 1,289,205 1,301,902

その他 53,612 53,612

固定負債合計 2,762,049 2,903,074

負債合計 7,751,268 7,898,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,621,462 3,727,329

自己株式 △1,558 △1,558

株主資本合計 6,323,513 6,429,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 290,784 154,197

為替換算調整勘定 △48,562 △21,219

評価・換算差額等合計 242,222 132,978

純資産合計 6,565,735 6,562,359

負債純資産合計 14,317,003 14,460,932
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：千円）

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 3,334,417

売上原価 2,777,178

売上総利益 557,239

販売費及び一般管理費 568,423

営業損失（△） △11,184

営業外収益  

受取利息 782

受取配当金 5,730

持分法による投資利益 929

為替差益 20,747

その他 2,275

営業外収益合計 30,464

営業外費用  

支払利息 13,858

その他 212

営業外費用合計 14,070

経常利益 5,209

特別損失  

投資有価証券評価損 7,380

固定資産除却損 5,225

リース解約損 922

特別損失合計 13,528

税金等調整前四半期純損失（△） △8,318

法人税、住民税及び事業税 3,931

法人税等調整額 2,457

法人税等合計 6,388

四半期純損失（△） △14,707
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △8,318

減価償却費 217,834

固定資産除却損 5,225

投資有価証券評価損益（△は益） 7,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,165

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,770

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,696

受取利息及び受取配当金 △6,512

支払利息 13,858

為替差損益（△は益） △2,698

持分法による投資損益（△は益） △929

売上債権の増減額（△は増加） △108,364

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,979

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,774

仕入債務の増減額（△は減少） △121,072

未払金の増減額（△は減少） △68,967

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,120

その他 1,553

小計 △174,509

利息及び配当金の受取額 6,606

利息の支払額 △14,756

法人税等の支払額 △73,165

営業活動によるキャッシュ・フロー △255,824

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 △65,006

有形固定資産の除却による支出 △1,440

投資有価証券の取得による支出 △1,298

貸付けによる支出 △25,820

貸付金の回収による収入 9,431

その他の支出 △535

その他の収入 1,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,528

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） 275,000

長期借入金の返済による支出 △128,328

配当金の支払額 △82,214

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272,968

現金及び現金同等物の期首残高 1,825,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,552,170
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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 

ａ．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） 

 当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、該当事項はありません。 

ｂ．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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

ｃ．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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

(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 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,119,188 

Ⅱ 売上原価 2,560,115 

売上総利益 559,072 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 557,503 

営業利益 1,569 

Ⅳ 営業外収益   

受取利息及び配当金  6,127 

持分法による投資利益  3,828 

為替差益  20,861 

その他   5,610 

営業外収益合計   36,427 

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 16,023 

その他 3,708 

営業外費用合計  19,731 

経常利益 18,265 

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益 212 

特別利益合計  212 

Ⅶ 特別損失   

役員退職慰労加算金  16,162 

固定資産除却損  7,202 

特別損失合計  23,364 

税金等調整前四半期純損失 △4,887 

税金費用 5,292 

四半期純損失 △10,179 
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