
平成21年4月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成20年9月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オザキ軽化学株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7899 URL http://www.ozaki-fc.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 林 隆司

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営企画室長 （氏名） 江端 二郎 TEL 0561-39-1211

四半期報告書提出予定日 平成20年9月12日

1.  平成21年4月期第1四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第1四半期 596 ― △4 ― 0 ― △1 ―

20年4月期第1四半期 596 3.0 △12 ― △2 ― △2 ―

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4月期第1四半期 △0.25 ―

20年4月期第1四半期 △0.51 ―

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4月期第1四半期 3,835 3,248 84.7 618.48
20年4月期 3,916 3,281 83.8 624.75

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  3,248百万円 20年4月期  3,281百万円

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4月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 1,330 ― 25 ― 35 ― 20 ― 3.81
通期 2,750 5.1 60 16.9 80 6.2 40 △15.9 7.62

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期第1四半期  5,850,000株 20年4月期  5,850,000株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  598,210株 20年4月期  598,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第1四半期  5,251,790株 20年4月期第1四半期  5,283,663株

※ 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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当会計年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

 － 1 －



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油高による原材料価格の高騰により企業収益が圧迫されるとと

もに生活必需品の相次ぐ値上げにより個人消費にも陰りがみられるなど、景気の先行きには厳しさが増しておりま

す。

このような状況のなか、当社は、主力の食品分野においては、きめ細かく新規需要を掘り起こし、新製品フィル

ミックスシリーズの投入等によりシェアアップを図り、また成長分野と位置付けた非食品分野では、医療用、産業

用向けの取り組みを積極的に推進し、販売の拡大に努めてまいりました。その結果、売上高は５億96百万円（前年

同期比0.0％減）となりました。利益につきましては、樹脂原料価格の値上がりに対し、製品販売価格の改定を行

うとともに全社を挙げての徹底したコスト削減に取り組んだ結果、営業損失は４百万円（前年同期は営業損失12百

万円）、経常利益は０百万円（前年同期は経常損失２百万円）、四半期純損失は１百万円（前年同期は四半期純損

失２百万円）となりました。

用途別の売上高につきましては、食品分野では水産用が船舶用燃料の高騰による需要減、漬物・惣菜用が個人消

費の冷え込みによる減少等により、４億16百万円（前年同期比3.9％減）となりました。

非食品分野では産業用や医療用の増加により１億20百万円（前年同期比15.9％増）となりました。

商品につきましては突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）等により、59百万円（前年同期比0.1％減）と

なりました。

２．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１四半期における総資産は38億35百万円となり、前事業年度末より81百万円減少いたしました。主な減少

は、流動資産が現金及び預金の減少64百万円、固定資産が有形固定資産の減少26百万円であります。

　負債は５億87百万円となり、前事業年度末より48百万円減少いたしました。主な減少は、未払法人税等の減少

38百万円であります。

　純資産は３億24百万円となり、前事業年度末より32百万円減少いたしました。主な減少は、利益剰余金の減少

43百万円であります。　

(２)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期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、前事業年度末に比べ64百万円

減少し、８億53百万円となりました。

当第１四半期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）

営業活動の結果減少した資金は22百万円となりました。

これは減価償却費28百万円、賞与引当金の増加18百万円、売上債権の減少10百万円等の収入要因がありましたが、

たな卸資産の増加18百万円、未払費用の減少34百万円、法人税等の支払39百万円等の支出要因が生じたことによる

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０百万円となりました。

これは投資有価証券の売却による収入４百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出５百万円があっ

たこと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）

財務活動の結果使用した資金は42百万円となりました。

これは配当金の支払42百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

当第１四半期における業績は計画通りに推移している現時点におきましては、平成20年６月12日に発表いたしました

「平成20年４月期　決算短信（非連結）」における業績予想に変更はありません。　
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

記載すべき重要な事項はありません。　

（２）四半期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．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　２．当第１四半期会計期間より「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、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。

これによる損益に与える影響額は軽微であります。　

　３．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日以後開始する事業年度に係る四半期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、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前（平成20年３月31日以前）の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引につきましては、引き続き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

ます。　

これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。　

（追加情報）　

賞与引当金　

前事業年度においては、財務諸表作成時に従業員への賞与支給額が確定していたため、前事業年度に属する額を

流動負債のその他（未払費用）として計上していましたが、当第１四半期会計期間においては、四半期財務諸表作

成時に従業員への賞与支給額が確定していないため、支給見込額のうち、当第１四半期会計期間に属する額を賞与

引当金として計上しています。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 853,060 917,890

受取手形及び売掛金 718,719 729,222

有価証券 55,709 56,862

商品 5,006 3,168

製品 64,413 51,994

原材料 32,979 27,055

仕掛品 28,463 29,990

その他 47,559 51,516

貸倒引当金 △656 △666

流動資産合計 1,805,257 1,867,034

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 187,307 191,972

機械及び装置（純額） 324,683 346,882

土地 605,251 605,251

その他（純額） 24,473 24,200

有形固定資産合計     1,141,716     1,168,307

無形固定資産 7,089 7,089

投資その他の資産   

投資有価証券 467,960 459,064

長期預金 300,000 300,000

その他 115,393 117,037

貸倒引当金 △1,860 △1,853

投資その他の資産合計 881,493 874,247

固定資産合計 2,030,299 2,049,644

資産合計 3,835,556 3,916,679

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 462,413 448,760

未払法人税等 3,617 42,118

賞与引当金 18,288 －

その他 69,933 112,820

流動負債合計 554,252 603,699

固定負債   

役員退職慰労引当金 29,387 26,995

その他 3,813 4,930

固定負債合計 33,200 31,925

負債合計 587,452 635,625
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,972,942 2,016,255

自己株式 △259,587 △259,587

株主資本合計 3,637,665 3,680,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,027 △12,391

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △389,560 △399,924

純資産合計 3,248,104 3,281,054

負債純資産合計 3,835,556 3,916,679
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 596,461

売上原価 428,839

売上総利益 167,621

販売費及び一般管理費     172,061

営業損失（△） △4,439

営業外収益  

受取利息 3,862

受取配当金 210

雑収入 1,337

営業外収益合計 5,410

営業外費用  

売上割引 61

営業外費用合計 61

経常利益 909

特別利益  

固定資産売却益 406

特別利益合計 406

税引前四半期純利益 1,315

法人税、住民税及び事業税 2,093

法人税等調整額 521

法人税等合計 2,614

四半期純損失（△） △1,299
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,315

減価償却費 28,496

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,392

受取利息及び受取配当金 △4,072

有形固定資産売却損益（△は益） △406

売上債権の増減額（△は増加） 10,502

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,654

仕入債務の増減額（△は減少） 13,652

未払金の増減額（△は減少） 2,781

未払費用の増減額（△は減少） △34,715

その他 △7,398

小計 12,176

利息及び配当金の受取額 5,086

法人税等の支払額 △39,674

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,412

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 △5,751

有形固定資産の売却による収入 907

投資有価証券の売却による収入 4,919

貸付金の回収による収入 195

その他 △622

投資活動によるキャッシュ・フロー △352

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △42,064

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,829

現金及び現金同等物の期首残高 917,890

現金及び現金同等物の四半期末残高     853,060
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年５月１日～７月31日）　

 （単位：千円）　

科目

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 596,633

Ⅱ　売上原価 432,051

売上総利益 164,582

Ⅲ　販売費及び一般管理費 177,576

営業損失（△） △12,994

Ⅳ　営業外収益 10,461

Ⅴ　営業外費用 44

経常損失（△） △2,577

Ⅵ　特別利益 1,026

Ⅶ　特別損失 172

税引前四半期純損失（△） △1,723

税金費用 976

四半期純損失（△） △2,699
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成19年５月１日～７月31日）　

 （単位：千円）　

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

区分 金額

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損失 △1,723

減価償却費　 33,002

賞与引当金の増加額 18,801

役員退職慰労引当金の増加
額

1,373

売上債権の減少額　 94,979

たな卸資産の増加額 △11,827

仕入債務の増加額　 20,446

未払金の減少額　 △8,414

未払費用の減少額　 △39,725

その他　 △559

小計 106,354

利息及び配当金等の受取額
　

7,265

法人税等の支払額　 △6,577

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

107,042

Ⅱ　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　

△52,153

投資有価証券の取得等によ
る支出　

△101,500

その他　 △1,101

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△154,755

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

配当金の支払額　 △47,714

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△47,714

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△95,427

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

921,686

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

826,258
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