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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 23,611 5.8 1,109 △11.1 1,163 △9.6 372 △46.8

20年3月期第2四半期 22,306 1.9 1,247 16.7 1,287 17.9 701 19.7

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 30.25 ―

20年3月期第2四半期 56.98 ―

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 31,262 19,121 61.2 1,551.46
20年3月期 30,582 19,138 62.6 1,552.64

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,121百万円 20年3月期  19,138百万円

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 ― ― ― 32.00 32.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 27.00 27.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 45,910 2.6 1,530 △2.6 1,640 0.1 640 △13.9 51.93

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．その他をご覧下さい  

(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．その他をご覧下さい  

(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 
１．平成20年５月12日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、発表日現在において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、業況の変化により、予想数値と異なる場合があります。 
３．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2四半期  12,398,400株 20年3月期  12,398,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  73,310株 20年3月期  72,220株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,325,506株 20年3月期第2四半期  12,305,519株



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２四半期累計期間においては、米国の金融市場を発端として世界的な経済の減速傾向が強まり、国内景気は

後退に転じました。消費者の生活防衛意識の高まりによる消費支出の減少は食品業界にも影響を及ぼしておりま

す。 

 このような環境にはありましたが、当社グループでは、食品事業において既存商品が堅調に推移したうえに、平

成19年８月に発売した『おいしいキムチ』の追加アイテムが伸長したこと、その他事業の売上高も前年同期を上回

ったことから、売上高は236億11百万円（前年同期比5.8％増）となりました。 

 利益面では売上原価の上昇が影響し、営業利益11億９百万円（前年同期比11.1％減）、経常利益11億63百万円

（前年同期比9.6％減）となりました。四半期純利益は、当第２四半期に退職給付制度移行等に伴う特別損失が発生

したことにより、３億72百万円（前年同期比46.8％減）となりました。 

 なお上記の業績について、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益のいずれも平成20年5月12日付の当社「平

成20年３月期決算短信」において発表した業績予想数値を上回ったことから、平成20年10月30日付で「平成21年３

月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正並びに特別損失

の計上に関するお知らせ」を開示しております。 

  

 事業におけるセグメントの概況は、次のとおりです。 

（食品事業） 

 家庭用商品につきましては、堅調な精肉需要を背景に、主力の肉まわり調味料群が前年同期を上回る実績を残し

ました。鍋物調味料群は売場での年間商材としての定着がさらに進んだことから、また野菜まわり調味料群は需要

期の青果価格の安定に加え、メニュー提案型のプロモーションの効果により、それぞれ売上を伸ばしました。その

他群では『おいしいキムチ』の売上が拡大し、前年同期より大きく伸長いたしました。さらに、業務用商品も前年

同期実績を上回った結果、食品事業全体の売上高は212億36百万円（前年同期比5.8％増）となりました。 

（その他事業） 

 その他事業では、人材派遣事業が前年同期を下回ったものの、物流事業、広告宣伝事業が好調であったことか

ら、売上高は23億74百万円（前年同期比6.5％増）となりました。 

  

  売上高の内訳は以下のとおりとなります。 

       （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  なお「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考として記載しております。 

  

事業名称及び製品群名 前四半期売上高実績 当四半期売上高実績 前年同期比 

  百万円 百万円 ％ 

食品事業  20,076  21,236  5.8

   家庭用商品  15,684  16,749  6.8

    肉まわり調味料群  9,228  9,417  2.0

    鍋物調味料群  3,072  3,219  4.8

    野菜まわり調味料群  2,428  2,587  6.5

    その他群  954  1,524  59.8

   業務用商品  4,391  4,486  2.2

    肉まわり調味料群  1,385  1,417  2.4

    スープ群  1,772  1,771  △0.0

    その他群  1,234  1,297  5.1

その他事業（広告宣伝事業、人材派遣事業、物流事業）  2,230  2,374  6.5



２．連結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２四半期末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比し６億80百万円増加して312億62百万円となりま

した。これは主に、有価証券が12億91百万円減少した一方で、現金及び預金が５億51百万円増加、受取手形及び売掛

金が13億51百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億96百万円増加して121億40百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が５億円増加したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、16百万円減少して191億21百万円となりました。これは主に、利益剰余金が21百万円減少

したことによるものであります。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ１億58百万円増

加し、59億46百万円となりました。 

 当第２四半期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） 

 営業活動の結果得られた資金は、３億86百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益７億78百万円の計

上があったこと等が主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、３億49百万円となりました。これは主に、有価証券の取得と償還による純収入10

億12百万円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、５億82百万円となりました。これは主に、配当金の支払額３億92百万円によるも

のであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における業績の動向等を勘案し、平成20年５月12日付の当社「平成20年３月期決算短信」

において発表した平成21年３月期の通期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成20年10月30

日付「平成21年３月期第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修

正並びに特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  



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税金費用の計算 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効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効税率を乗じて計算しております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 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、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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の配賦方法 

 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）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。 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 棚卸資産については、従来、主として月別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）が適用されたことに伴い、主とし

て月別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、これによる損益への影響はありません。 

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扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「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扱い」

（実務対応報告第18号）を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 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

ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）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16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用しております。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、引き続き賃貸借取引に係る会計処理を行っております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直しを

行い、一部の資産について耐用年数を変更して減価償却費を算定しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は9,446

千円増加しております。 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,210,811 5,659,173

受取手形及び売掛金 8,367,923 7,016,834

有価証券 3,070,397 4,361,900

製品 1,377,013 1,366,129

原材料 418,196 478,196

繰延税金資産 290,989 291,089

その他 497,392 579,226

貸倒引当金 △5,351 △4,833

流動資産合計 20,227,373 19,747,716

固定資産   

有形固定資産 7,312,267 7,227,350

無形固定資産   

のれん 8,571 17,142

その他 237,769 293,473

無形固定資産合計 246,341 310,615

投資その他の資産   

投資有価証券 1,601,162 1,389,696

長期貸付金 6,366 5,966

繰延税金資産 1,005,991 1,037,749

その他 927,983 927,912

貸倒引当金 △64,810 △64,810

投資その他の資産合計 3,476,693 3,296,513

固定資産合計 11,035,301 10,834,480

資産合計 31,262,675 30,582,197



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,180,022 5,679,207

短期借入金 166,668 354,936

未払金 1,393,829 1,318,105

未払法人税等 406,990 397,288

賞与引当金 220,402 216,757

販売促進引当金 463,146 386,541

その他 443,440 360,447

流動負債合計 9,274,500 8,713,282

固定負債   

長期未払金 291,439 －

退職給付引当金 2,398,372 2,025,972

役員退職慰労引当金 － 530,814

長期預り保証金 176,521 173,969

固定負債合計 2,866,333 2,730,756

負債合計 12,140,833 11,444,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,387,136 1,387,136

資本剰余金 1,655,201 1,655,201

利益剰余金 16,017,641 16,039,256

自己株式 △107,246 △105,638

株主資本合計 18,952,731 18,975,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113,166 104,157

為替換算調整勘定 55,943 58,044

評価・換算差額等合計 169,109 162,202

純資産合計 19,121,841 19,138,157

負債純資産合計 31,262,675 30,582,197



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 23,611,390

売上原価 12,105,120

売上総利益 11,506,269

販売費及び一般管理費 10,397,210

営業利益 1,109,059

営業外収益  

受取利息 22,433

受取配当金 13,269

受取賃貸料 5,548

為替差益 6,285

その他 11,924

営業外収益合計 59,461

営業外費用  

支払利息 3,205

その他 2,050

営業外費用合計 5,255

経常利益 1,163,265

特別損失  

固定資産売却損 1,234

固定資産除却損 12,982

投資有価証券評価損 107,792

退職給付移行損失 263,233

特別損失合計 385,242

税金等調整前四半期純利益 778,022

法人税等 405,199

四半期純利益 372,822



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 778,022

減価償却費 415,647

固定資産除却損 12,982

固定資産除売却損益（△は益） 1,234

投資有価証券評価損益（△は益） 107,792

貸倒引当金の増減額（△は減少） 517

退職給付引当金の増減額（△は減少） 372,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △530,814

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,645

販売促進引当金の増減額（△は減少） 76,604

受取利息及び受取配当金 △35,703

支払利息 3,205

為替差損益（△は益） △6,285

売上債権の増減額（△は増加） △1,350,318

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,396

仕入債務の増減額（△は減少） 500,731

未払消費税等の増減額（△は減少） 513

長期未払金の増減額（△は減少） 291,439

未払金の増減額（△は減少） 41,262

その他 6,587

小計 738,861

利息及び配当金の受取額 20,294

利息の支払額 △3,205

法人税等の支払額 △369,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 386,780

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金の回収による収入 3,210

貸付けによる支出 △3,200

定期預金の預入による支出 △100,000

投資有価証券の取得による支出 △303,948

有価証券の償還による収入 4,000,000

有価証券の取得による支出 △2,987,565

有形固定資産の売却による収入 1,767

有形固定資産の取得による支出 △253,783

無形固定資産の取得による支出 △6,859

その他 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー 349,538

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） △188,268

配当金の支払額 △392,748

自己株式の取得による支出 △1,608

財務活動によるキャッシュ・フロー △582,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,046

現金及び現金同等物の期首残高 5,788,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,946,876



 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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

  

  
食品事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  21,236,483  2,374,907  23,611,390  －  23,611,390

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －  －

  計  21,236,483  2,374,907  23,611,390 －  23,611,390

 営業費用  20,028,111  2,262,485  22,290,596  211,734  22,502,331

 営業利益  1,208,371  112,422  1,320,794 (211,734)  1,109,059

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。 

  

〔海外売上高〕  

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        22,306,961  100.0

Ⅱ 売上原価        11,027,073  49.4

売上総利益        11,279,887  50.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        10,031,938  45.0

営業利益        1,247,949  5.6

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  15,989            

２．受取配当金  10,983            

３．賃貸収入  5,877            

４．その他  12,075  44,926  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,466            

２．為替差損  3,903            

３．その他  51  5,420  0.0

経常利益        1,287,454  5.8

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産売却損  1,231            

２．固定資産除却損  3,698  4,930  0.1

税金等調整前中間純利益        1,282,524  5.7

法人税、住民税及び事業
税  625,121            

法人税等調整額 △43,793  581,327  2.6

中間純利益        701,197  3.1

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,282,524

減価償却費   412,690

固定資産除却損   3,698

固定資産売却損   1,231

貸倒引当金の減少額 △27,922

退職給付引当金の増加額  92,409

役員退職給与引当金の増加額  32,839

賞与引当金の増加額  6,121

販売促進引当金の増加額  19,521

受取利息及び受取配当金 △26,973

支払利息  1,466

売上債権の増加額 △2,526,433

たな卸資産の減少額  152,614

仕入債務の増加額  86,168

未払消費税等の増加額  50,785

その他 △184,670

小計 △623,926

利息及び配当金の受取額  16,911

利息の支払額 △1,466

法人税等の支払額 △576,024

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,184,506

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入  2,933

定期預金の払戻による収入  500,000

定期預金の預け入れによる支出 △500,000

投資有価証券の取得による支出 △3,887

有価証券の売却による収入  2,500,000

有価証券の取得による支出 △2,987,050

有形固定資産の売却による収入  1,458

有形固定資産の取得による支出 △359,174

無形固定資産の取得による支出 △12,900

ゴルフ会員権の売却による収入  300

その他  9,671

投資活動によるキャッシュ・フロー △848,651

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金純減少額 △150,268

配当金の支払額 △320,373

自己株式の売却による収入  670,500

自己株式の取得による支出 △1,628

財務活動によるキャッシュ・フロー  198,230

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  9,480

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △1,825,446

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,430,965

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,605,519

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  
食品事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  20,076,379  2,230,582  22,306,961  －  22,306,961

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  20,076,379  2,230,582  22,306,961  －  22,306,961

  営業費用  18,717,174  2,155,113  20,872,287  186,724  21,059,012

  営業利益  1,359,205  75,468  1,434,673 (186,724)  1,247,949

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９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。 

  

〔海外売上高〕 

前中間連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 


	エバラ食品工業㈱（2819）第２四半期決算短信: エバラ食品工業㈱（2819）第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


