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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 121,272 ― 5,142 ― 4,752 ― 2,651 ―
20年3月期第2四半期 96,509 10.7 2,272 △14.6 2,043 △10.3 235 △77.9

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2四半期 14.87 ―
20年3月期第2四半期 1.30 ―

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 161,283 51,279 31.5 285.42
20年3月期 150,605 48,977 32.1 269.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  50,824百万円 20年3月期  48,308百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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  

   株式数の変動により1株当たり当期純利益のみを変更しております。  

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 237,000 17.8 7,500 101.2 6,500 95.3 2,600 116.2 14.58

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 
(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、記載された将
来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 
(2)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  180,649,898株 20年3月期  180,649,898株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,581,996株 20年3月期  1,509,213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  178,311,192株 20年3月期第2四半期  180,388,261株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰や米国金融危機の波及によ
り景気後退の局面を迎え、先行きへの懸念が一層強まってまいりました。  
 食品業界におきましても、食の安全性・透明性に対する不信や、原材料価格の高騰による仕入コストの
上昇など、対処すべき多くの課題を抱え、経営環境は依然として厳しいものとなりました。  
 このような状況の中、当グループは、引き続き中期計画「SHOWA-ism 計画 06-08」に基づく「改革の実
現」、「経営基盤の強化」、「グループ経営の強化・向上」、「CSRの推進」という基本姿勢の下、原材
料受入検査を始めとする品質管理の徹底はもとより、諸コストの削減施策等に注力してまいりました。 
これらの結果、連結売上高は猛暑の影響により糖化製品の出荷数量が増加したことや、プレミックスの

拡販が順調に推移したことなどにより121,272百万円となりました。利益面では、糖化製品などの出荷数
量が増加したことや、原油・原材料価格高騰の影響を受けるなか生産・販売効率の改善によりコスト削減
に努めた結果、営業利益は5,142百万円、経常利益は4,752百万円、四半期純利益は2,651百万円となりま
した。  

  
セグメント別の概況 
  

① 食品事業 
食品事業は、前年同期と比較して増収・増益傾向にありました。  

 当第２四半期連結累計期間では、猛暑の影響により異性化糖の販売が好調に推移したことや、業務用・
家庭用のプレミックスの販売が好調であったことなどから食品事業全体の販売数量が前年同期を上回りま
した。これらの結果、食品事業の売上高は86,077百万円となりました。         
 利益面では、糖化製品・プレミックスの販売が好調であったことや、原油・原材料価格高騰の影響を受
けるなか生産・販売効率の改善によるコスト削減に努めた結果、営業利益は4,590百万円となりました。 
② 飼料事業 
飼料事業は、前年同期と比較して増収・減益傾向にありました。  

 売上高は、配合飼料の販売数量・販売価格が前年同期を上回り、32,284百万円となりました。利益面で
は、原料価格の上昇などによる製造コストの上昇や、配合飼料価格安定基金の負担増などによる販売コス
トの上昇もあり、400百万円の営業損失となりました。  
③ 倉庫事業 
倉庫事業は、穀物サイロ関連の荷役量が前年同期を下回ったことにより前年同期と比較して減収・減益

傾向にありました。これらの結果、売上高は1,849百万円、営業利益は825百万円となりました。 
④ その他事業 
その他事業は、不動産事業の量販店向け賃貸設備の賃貸価格値下げにより、減収・減益傾向にありまし

た。これらの結果、売上高は1,060百万円、営業利益は720百万円となりました。  

  

総資産は、161,283百万円と前連結会計年度末と比較して10,677百万円増加しております。主な増加要
因は、売上高の増収に伴い売掛債権が5,138百万円増加したことや、輸入穀物原料相場の高騰に伴いたな
卸資産が6,296百万円増加したことなどによります。また、投資有価証券では持分法適用会社増加に伴う
関係会社株式の増加などにより1,088百万円増加しております。主な減少要因は、有形固定資産が減価償
却の実施などにより1,927百万円減少しております。  
負債は、110,003百万円と前連結会計年度末と比較して8,374百万円増加しております。主な増加要因

は、有利子負債で5,437百万円、買掛債務で2,152百万円増加したことであります。これは、輸入穀物相場
の高騰に伴い原材料調達資金の需要が高まったことなどによります。 
純資産は、51,279百万円と前連結会計年度末と比較して2,302百万円増加しております。主な増加要因

は、利益剰余金で持分法適用会社増加に伴い1,565百万円、四半期純利益の計上により2,651百万円増加し
たことであります。一方、主な減少要因は、期末配当金の支払いによる1,074百万円の減少、その他有価
証券評価差額金が期末時価評価の洗替による361百万円の減少、自己株式取得による281百万円の減少など
であります。 
（連結キャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,414

百万円、減価償却費3,417百万円等による資金の増加がありましたが、売上債権及びたな卸資産の増加
や、法人税等926百万円を支払った結果、合計では2,490百万円の支出となりました。  
 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得で761百万円、有形固定資産の取得で
1,947百万円の資金を使用しましたが、有形固定資産の売却による472百万円の収入等があったため、合計
では1,882百万円の支出となりました。  
 財務活動によるキャッシュ・フローについては、フリー・キャッシュ・フローの不足分及び配当金の支
払額1,074百万円をコマーシャル・ペーパー等による資金調達で賄った結果、4,074百万円の収入となりま
した。 
 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ299百万円減少
し、3,239百万円となりました。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

昭和産業㈱(2004)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 2 －



第３四半期以降も為替や穀物の相場動向など、当グループを取り巻く経営環境は不透明な状況が続くも
のと予想されますが、平成20年10月16日に公表した平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31
日）の連結業績については、株数の変動による１株当たり純利益の変動を除き、変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

  １. 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 

 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場合に、前連結会計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。 
  

  １. 「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の適用  

 「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、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、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益が183百万円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメントに与える影響は、セグメント情報に記載しております。 

  ３. リース取引に関する会計基準等の適用 

 「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 終改正平成19

年３月30日 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

基準委員会 平成６年１月18日 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

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適用初年度前の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を引き続き採用しております。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

   (追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を

契機として、資産の利用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法

に基づく減価償却方法を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が182百万円、営業利益が186百万

円、経常利益が186百万円、税金等調整前四半期純利益が186百万円それぞれ減少しております。

 なお、セグメントに与える影響はセグメント情報に記載しております。 
  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 3,240 3,538 

受取手形及び売掛金 36,094 30,955 

有価証券 1 1 

商品 1,441 1,326 

製品 8,536 7,129 

原材料 17,303 12,805 

仕掛品 2,063 1,605 

貯蔵品 649 830 

その他 2,935 2,845 

貸倒引当金 △361 △793 

流動資産合計 71,903 60,246 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 32,019 32,524 

機械装置及び運搬具（純額） 18,100 19,153 

土地（純額） 18,363 18,688 

その他（純額） 1,474 1,518 

有形固定資産合計 69,957 71,885 

無形固定資産 423 400 

投資その他の資産 

投資有価証券 14,183 13,094 

その他 5,630 5,810 

貸倒引当金 △815 △830 

投資その他の資産合計 18,998 18,073 

固定資産合計 89,379 90,359 

資産合計 161,283 150,605 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 19,766 17,614 

短期借入金 24,763 24,028 

コマーシャル・ペーパー 18,500 12,500 

未払法人税等 2,228 991 

賞与引当金 952 942 

その他 9,512 9,509 

流動負債合計 75,723 65,586 

固定負債 

長期借入金 20,187 21,485 

退職給付引当金 5,898 5,865 

役員退職慰労引当金 235 317 

債務保証損失引当金 － 39 

負ののれん 231 265 

その他 7,727 8,068 

固定負債合計 34,279 36,042 

負債合計 110,003 101,628 
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（単位：百万円） 

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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,778 12,778 

資本剰余金 9,007 9,007 

利益剰余金 27,538 24,396 

自己株式 △670 △388 

株主資本合計 48,653 45,793 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,256 2,618 

繰延ヘッジ損益 △86 △103 

評価・換算差額等合計 2,170 2,514 

少数株主持分 455 668 

純資産合計 51,279 48,977 

負債純資産合計 161,283 150,605 
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【第２四半期連結累計期間】 

 (2)【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円） 

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 121,272 

売上原価 102,228 

売上総利益 19,043 

販売費及び一般管理費 13,901 

営業利益 5,142 

営業外収益 

受取利息 12 

受取配当金 174 

為替差益 134 

負ののれん償却額 46 

その他 268 

営業外収益合計 636 

営業外費用 

支払利息 329 

コマーシャル・ペーパー利息 68 

退職給付費用 352 

持分法による投資損失 103 

その他 173 

営業外費用合計 1,026 

経常利益 4,752 

特別利益 

固定資産売却益 24 

貸倒引当金戻入額 32 

債務保証損失引当金戻入額 39 

特別利益合計 96 

特別損失 

固定資産廃棄損 123 

減損損失 295 

投資有価証券評価損 14 

その他 1 

特別損失合計 434 

税金等調整前四半期純利益 4,414 

法人税、住民税及び事業税 2,144 

法人税等調整額 △359 

少数株主損失（△） △21 

四半期純利益 2,651 
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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 4,414 

減価償却費 3,417 

減損損失 295 

売上債権の増減額（△は増加） △5,143 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,284 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,152 

その他 △247 

小計 △1,395 

利息及び配当金の受取額 221 

利息の支払額 △389 

法人税等の支払額 △926 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,490 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △1 

投資有価証券の取得による支出 △761 

投資有価証券の売却及び償還による収入 500 

有形固定資産の取得による支出 △1,947 

有形固定資産の売却による収入 472 

有形固定資産の除却による支出 △47 

投融資による支出 △281 

投融資の回収による収入 182 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,882 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少） 

6,400 

長期借入れによる収入 1,000 

長期借入金の返済による支出 △1,962 

リース債務の返済による支出 △6 

配当金の支払額 △1,074 

少数株主への配当金の支払額 △0 

自己株式の取得による支出 △280 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,074 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △299 

現金及び現金同等物の期首残高 3,538 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,239 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 事業の種類別セグメント情報 
 

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。  

   ２ 各事業の主な製品 
 (1) 食品事業………………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、ぶ

どう糖、冷凍食品等 
 (2) 飼料事業………………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等 
 (3) 倉庫事業………………倉庫業(荷役・保管等) 
 (4) その他事業……………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第２四半期連結

累計期間508百万円であり、その主なものは、企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開発
費であります。 

４ 会計処理の方法の変更 
（棚卸資産の評価に関する会計基準） 
「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」に記載のとお
り、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」（企業会計基準委員
会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来
の方法によった場合に比べて当第２四半期連結累計期間の営業費用は、食品事業が174百万
円、飼料事業が9百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

５ 追加情報  
「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（追加情報）」
に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法
に基づく減価償却方法を適用しております。  
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業費用は、食
品事業が185百万円、飼料事業が0百万円、倉庫事業が0百万円、その他事業が0百万円それぞ
れ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。  

  
２ 所在地別セグメント情報 
   本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載を省略しております。 
  
３ 海外売上高 
   海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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 
(百万円)

飼料事業
(百万円)

倉庫事業
(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

86,077 32,284 1,849 1,060 121,272 ― 121,272

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

1,726 9 540 830 3,107 (3,107) ―

  計 87,804 32,294 2,390 1,890 124,379 (3,107) 121,272

  営業費用 83,213 32,694 1,565 1,170 118,643 (2,513) 116,129

営業利益又は営業損失（△） 4,590 △400 825 720 5,735 (593) 5,142
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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） 

 
※当第２四半期連結会計期間から、株式の追加取得により新日本化学工業㈱を持分法の適用の範囲に

含めております。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 

(百万円)
資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式 

(百万円)

株主資本合計 

(百万円)

前連結会計年度末残高 12,778 9,007 24,396 △388 45,793

当第２四半期連結会計期間末までの変動額  

  剰余金の配当 △ 1,074   △1,074

  四半期純利益 2,651   2,651

  持分法適用会社増加に伴う増加高 ※ 1,565 △1 1,563

  自己株式の取得 △280 △280

当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計 3,141 △281 2,859

当第２四半期連結会計期間末残高 12,778 9,007 27,538 △670 48,653
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「参考資料」

前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(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 96,509 100.0

Ⅱ 売上原価 80,444 83.4

   売上総利益 16,065 16.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,792 14.2

   営業利益 2,272 2.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 15

 ２ 受取配当金 169

 ３ 為替差益 100

 ４ 負ののれん償却額 52

 ５ 持分法による投資利益   64

 ６ その他 218 620 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 306

 ２ コマーシャルペーパー利息 40

 ３ 退職給付費用 352

 ４ その他 149 849 0.9

   経常利益 2,043 2.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 8

 ２ 債務保証損失引当金戻入額 31

 ３ 投資有価証券売却益 1 41 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産廃棄損 265

 ２ 固定資産売却損 0

 ３ 投資有価証券売却損 7

 ４ 関連会社株式評価損 79

 ５ 投資有価証券評価損  64

 ６ ゴルフ会員権評価損 8

 ７ 貸倒引当金繰入額 50 478 0.4

   税金等調整前中間純利益 1,606 1.7

   法人税、住民税及び事業税 1,014

   法人税等調整額 410 1,425 1.5

   少数株主損失 54 0.0

   中間純利益 235 0.2
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前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(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 1,606

 ２ 減価償却費 3,244

 ３ 負ののれん償却額 △52

 ４ 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額(減少は△) 172

 ５ 役員退職慰労引当金の増減額(減少は△) △72

 ６ 貸倒引当金(貸倒による貸付金減少額を含む)の増減額(減少は△) 155

 ７ 債務保証損失引当金の増減額（減少は△） △31

 ８ 受取利息及び受取配当金 △185

 ９ 支払利息 347

 10 持分法による投資利益 △64

 11 固定資産売却損益・廃棄損(利益は△) 257

 12 有価証券及び投資有価証券の売却損益・評価損(利益は△) 71

 13 関連会社株式評価損 79

 14 売掛債権の増減額 (増加は△) △2,126

 15 たな卸資産の増減額 (増加は△) △5,161

 16 仕入債務の増減額 (減少は△) 1,262

 17 その他 178

    小計 △317

 18 利息及び配当金の受取額 214

 19 利息の支払額 △334

 20 法人税等の支払額 △801

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,238

昭和産業㈱(2004)平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 11 －



 
  

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(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △1

 ２ その他短期投融資に係る支出 △2

 ３ 投資有価証券取得による支出 △196

 ４ 投資有価証券売却による収入 12

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △1,825

 ６ 有形固定資産の売却による収入(撤去費含む) 12

 ７ 有形固定資産の廃棄による支出(撤去費含む) △66

 ８ その他長期投融資に係る支出 △184

 ９ その他長期投融資に係る収入 57

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,194

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金(コマーシャルペーパーを含む)の増減額(減少は△) 5,800

 ２ 長期借入金の調達による収入 1,500

 ３ 長期借入金の返済による支出 △2,183

 ４ 配当金の支払額 △1,082

 ５ 少数株主への配当金の支払額 △8

 ６ 自己株式の取得による支出 △50

   財務活動によるキャッシュ・フロー 3,974

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 541

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,544 

 Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,085
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(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 食品事業…………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、コーンスターチ、ぶどう糖、冷凍食

品等 

(2) 飼料事業…………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等 

(3) 倉庫事業…………倉庫業（荷役・保管等） 

(4) その他事業………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び内容は以下のとおりである。 

  

 
４ 会計方針の変更 

  前中間連結会計期間 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項(2)重要な

減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間から、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

している。 

この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、食品事業が

25百万円、飼料事業が0百万円、倉庫事業が2百万円、その他事業が1百万円増加し、営業利益が同額減少

している。 

５ 追加情報 

  前中間連結会計期間 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項(2)重要な

減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で残存価額を均等償

却する方法によっている。 

これに伴い、従来と同様の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、食品事業が261

百万円、飼料事業が12百万円、倉庫事業が39百万円、その他事業が7百万円増加し、営業利益が同額減少

している。 

  

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はない。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略している。 

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 
(百万円)

飼料事業
(百万円)

倉庫事業
（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)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

68,763 24,585 1,970 1,190 96,509 ─ 96,509

(2) セグメント間の内部
売上高または振替高

1,269 9 561 803 2,644 (2,644) ─

計 70,033 24,594 2,531 1,993 99,153 (2,644) 96,509

営業費用 69,155 24,153 1,647 1,261 96,219 (1,982) 94,236

営業利益 877 441 883 731 2,934 (661) 2,272

前中間連結会計期間 主な内容

消去又は全社の項目
に含めた配賦不能営
業費用の金額

(百万円)

572
企業集団の広告に要
した費用、基礎的研
究開発費

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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