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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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3月期第2四半期 3,382 ― 493 ― 571 ― 256 ―
20年3月期第2四半期 3,329 △5.6 563 △26.5 661 △16.1 456 △12.8

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2四半期 27.52 ―
20年3月期第2四半期 59.93 ―

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2四半期 20,899 19,514 93.4 2,092.41
20年3月期 20,532 19,389 94.4 2,078.96

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,514百万円 20年3月期  19,389百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,300 7.3 1,307 13.1 1,414 6.7 841 2.8 90.22

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. その他をご覧ください。]  

(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. その他をご覧ください。]  

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  9,326,460株 20年3月期  9,326,460株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  36株 20年3月期  36株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  9,326,424株 20年3月期第2四半期  7,615,450株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・本資料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。実際の業績等は、様々な要因によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  



当第２四半期における、わが国経済は、サブプライム問題に端を発した金融・資本市場の混乱や、原材
料価格の高騰による企業収益の低下、消費不振の影響などにより、景気の減速懸念が一段と高まってまい
りました。 
 このような状況下のもと、当第２四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきましては、紅茶
エキス・ほうじ茶エキス・玄米茶エキス等が増加したものの、機能性茶エキス等が減少したため、売上高
は 1,624百万円(対前年同期比 14.7％減)となりました。 
 粉末天然調味料につきましては、昆布エキス等が減少したものの、鰹節エキス・粉末酢等が増加したた
め、売上高は 959百万円(同 0.2％増)となりました。 
 液体天然調味料につきましては、鰹節エキスが減少したものの、昆布エキスが増加したため、売上高は 
386百万円(同 0.8％増)となりました。 
 植物エキスにつきましては、新規製品の開発・販売に注力した結果、売上高は 385百万円(同 
1,154.5％増)となりました。 
 粉末酒につきましては、洋酒タイプが減少したため、売上高は 21百万円(同 53.3％減)となりました。
 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 3,382百万円(同 1.6％増)となり、前年同四半期より 
53百万円増加しました。 
 当第２四半期累計期間の損益面につきましては、売上原価の上昇により、営業利益は 493百万円(同 
12.4％減)、経常利益は 571百万円（同 13.6％減）となりました。さらに、サブプライム問題に端を発し
た金融・株式市場低迷の影響を受け、特別損失として投資有価証券評価損 144百万円を計上した結果、第
２四半期純利益は 256百万円(同 43.8％減)となりました。なお、対前年同期比は、参考として記載して
おります。 
  

当第２四半期末における流動資産は、現金及び預金の減少により 9,278百万円となり、前事業年度末に
比べ 4,773百万円の減少となりました。  
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで 537百万円の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローで 5,290百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 139百万円の減少、３ヶ月以内
に償還をむかえる有価証券の取得により 1,499百万円の減少となった結果、前事業年度末より 6,392百万
円減少しております。 
売上債権は、期末直前の売上増加により、当第２四半期末残高は、前事業年度末より 120百万円増加し

ております。 
固定資産は、期中の取得により投資有価証券が 5,003百万円増加した結果、当第２四半期末残高は 

11,620百万円となり、前事業年度末より 5,140百万円増加しております。 
以上の結果、当第２四半期末における総資産は、前事業年度末より 366百万円増加して 20,899百万円

となりました。 
当第２四半期末における負債の合計は、設備購入支払手形、設備関係未払金などの増加により 1,384百

万円となり、前事業年度末より 241百万円の増加となりました。 
当第２四半期末における純資産の合計は、当第２四半期純利益 256百万円の計上などにより 19,514百

万円となりました。 
この結果、1株当たり純資産は、前事業年度末の 2,078円96銭から 2,092円41銭となり 13円45銭増加し

ております。 
なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

 当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より 4,893百万
円減少し、6,755百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期において、営業活動の結果得られた資金は 537百万円となりました。これは主に、税引前
第２四半期純利益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） 

 当第２四半期において、投資活動の結果使用した資金は 5,290百万円となりました。これは主に、投資
有価証券の取得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） 

 当第２四半期において、財務活動の結果使用した資金は 139百万円となりました。これは、配当金の支
払による支出によるものであります。 

  

当社が使用する主要な原材料（鰹節・昆布・椎茸等）の価格変動、金融・株式市場低迷の影響による保
有投資有価証券の時価下落等が懸念されるものの、他の要因による業績の変動も現時点では想定されない
ことから、平成20年５月19日発表の平成21年３月期業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の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 
 当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、前事業年度末の実地
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。 

③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、事業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。  

④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 
 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実行税率を合理的に見積り、税引前四
半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

  
（会計処理の変更） 

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１四半期会計期間から適用しております。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 「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１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期
純利益はそれぞれ 7百万円減少しております。 

  
（追加情報） 

① 製造用の機械及び装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として、耐用年数10年を採用
しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,256,314 11,649,066 

受取手形及び売掛金 1,308,682 1,188,429 

有価証券 1,499,445 － 

製品 470,285 534,692 

原材料 198,814 189,244 

仕掛品 350,795 374,713 

貯蔵品 41,015 37,859 

その他 153,879 78,840 

貸倒引当金 △260 △230 

流動資産合計 9,278,974 14,052,616 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,575,380 1,563,870 

機械及び装置（純額） 1,090,850 1,095,209 

土地 2,428,242 2,428,242 

建設仮勘定 423,491 166,917 

その他（純額） 206,838 223,012 

有形固定資産合計 5,724,803 5,477,252 

無形固定資産 13,393 13,898 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,752,520 880,076 

その他 129,747 109,730 

貸倒引当金 △73 △1,182 

投資その他の資産合計 5,882,194 988,624 

固定資産合計 11,620,391 6,479,774 

資産合計 20,899,365 20,532,390 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 491,611 440,610 

未払法人税等 184,825 160,838 

賞与引当金 121,000 115,000 

その他 554,459 398,863 

流動負債合計 1,351,896 1,115,312 

固定負債 

役員退職慰労引当金 32,774 27,860 

固定負債合計 32,774 27,860 

負債合計 1,384,670 1,143,172 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,672,275 3,672,275 

資本剰余金 4,444,796 4,444,796 

利益剰余金 11,336,684 11,219,939 

自己株式 △47 △47 

株主資本合計 19,453,708 19,336,963 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 60,986 52,254 

評価・換算差額等合計 60,986 52,254 

純資産合計 19,514,694 19,389,218 

負債純資産合計 20,899,365 20,532,390 

佐藤食品工業㈱　平成21年３月期　第２四半期決算短信

5



(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,382,684 

売上原価 2,501,264 

売上総利益 881,420 

販売費及び一般管理費 388,028 

営業利益 493,391 

営業外収益 

受取利息 66,797 

受取配当金 7,977 

その他 2,891 

営業外収益合計 77,667 

営業外費用 

株式交付費 23 

保険解約損 28 

その他 0 

営業外費用合計 51 

経常利益 571,007 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 190 

特別利益合計 190 

特別損失 

固定資産除却損 379 

投資有価証券評価損 144,789 

特別損失合計 145,169 

税引前四半期純利益 426,028 

法人税等 169,388 

四半期純利益 256,640 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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 426,028 

減価償却費 206,129 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,078 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,914 

受取利息及び受取配当金 △74,775 

有形固定資産除却損 379 

投資有価証券評価損益（△は益） 144,789 

売上債権の増減額（△は増加） △120,253 

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,598 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,107 

仕入債務の増減額（△は減少） 51,000 

未払金の増減額（△は減少） 11,746 

未払費用の増減額（△は減少） 5,369 

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,688 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,497 

受取保険金 △10 

その他 △44 

小計 654,501 

利息及び配当金の受取額 23,844 

法人税等の支払額 △141,261 

保険金の受取額 10 

営業活動によるキャッシュ・フロー 537,094 

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 △265,484 

投資有価証券の取得による支出 △5,003,934 

その他の支出 △22,620 

その他の収入 44 

その他 1,342 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,290,651 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △139,749 

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,749 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,893,305 

現金及び現金同等物の期首残高 11,649,066 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,755,760 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

佐藤食品工業㈱　平成21年３月期　第２四半期決算短信

8



（単位：千円，千円未満切捨）   

 
 (注)１．金額は、販売価格によっております。 

    ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．輸出は僅かのため、記載を省略しております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

6. 生産及び販売の状況

(1) 生産実績                  

期別 前年同四半期 当四半期 (参考)

平成20年3月期 平成21年3月期 増減 前事業年度

第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 (平成20年3月期)

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

1,857,085 
 

56.4 
 

1,563,399
 

47.4
 

△293,686
 

△15.8
 

3,669,121 
 

54.3
 

 粉末天然調味料 
 

961,937 
 

29.2 
 

948,102
 

28.7
 

△13,835
 

△1.4
 

1,920,430 
 

28.4
 

 液体天然調味料 
 

372,953 
 

11.3 
 

400,979
 

12.2
 

28,025
 

7.5
 

771,554 
 

11.4
 

 植物エキス 
 

63,581 
 

1.9 
 

367,914
 

11.2
 

304,333
 

478.7
 

327,549 
 

4.8
 

 粉末酒 
 

39,901 
 

1.2 
 

17,127
 

0.5
 

△22,773
 

△57.1
 

73,027 
 

1.1
 

合計 3,295,459 100.0 3,297,524 100.0 2,064 0.1 6,761,683 100.0

(2) 販売実績

期別 前年同四半期 当四半期 (参考)

平成20年3月期 平成21年3月期 増減 前事業年度

第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 (平成20年3月期)

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

1,904,744 
 

57.2 
 

1,624,747
 

48.0
 

△279,996
 

△14.7
 

3,678,175 
 

54.0
 

 粉末天然調味料 
 

957,283 
 

28.8 
 

959,549
 

28.4
 

2,266
 

0.2
 

1,978,794 
 

29.1
 

 液体天然調味料 
 

383,731 
 

11.5 
 

386,751
 

11.4
 

3,020
 

0.8
 

782,322 
 

11.5
 

 植物エキス 
 

30,741 
 

0.9 
 

385,665
 

11.4
 

354,923
 

1,154.5
 

277,630 
 

4.1
 

 粉末酒 
 

45,795 
 

1.4 
 

21,380
 

0.6
 

△24,415
 

△53.3
 

77,125 
 

1.1
 

 その他 
 

7,350 
 

0.2 
 

4,589
 

0.2
 

△2,760
 

△37.6
 

11,002 
 

0.2
 

合計 3,329,647 100.0 3,382,684 100.0 53,036 1.6 6,805,050 100.0

相手先
前年同四半期 当四半期

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

 ミヤコ化学㈱ 354,405 10.6 317,818 9.4

 花王㈱ 379,805 11.4 25,134 0.7
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前四半期に係る財務諸表等 

 （要約）四半期損益計算書 

「参考」

科目

前第２四半期累計期間

（自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日）

金額（千円，千円未満切捨）

Ⅰ 売上高 3,329,647

Ⅱ 売上原価 2,378,317

    売上総利益 951,330

Ⅲ 販売費及び一般管理費 387,821

    営業利益 563,508

Ⅳ 営業外収益 131,927

Ⅴ 営業外費用 34,337

    経常利益 661,097

Ⅵ 特別利益 104,507

Ⅶ 特別損失 284

    税引前四半期純利益 765,320

    法人税、住民税及び事業税 260,000

    法人税等調整額 48,891

    四半期純利益 456,429
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