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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 10,489 ― 92 ― 544 ― 381 ―
20年3月期第2四半期 10,058 0.5 361 △1.9 719 △7.7 403 △21.6

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 20.97 20.95
20年3月期第2四半期 22.16 22.11

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 50,500 36,907 73.1 2,026.06
20年3月期 49,733 36,822 74.0 2,021.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,907百万円 20年3月期  36,822百万円

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 ― ― ― 18.00 18.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 18.00 18.00

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  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 23,800 1.7 1,100 13.2 1,700 3.9 1,100 17.6 60.39

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およ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。 
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）および「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。  

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  21,265,000株 20年3月期  23,265,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,048,460株 20年3月期  5,050,655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  18,216,540株 20年3月期第2四半期  18,189,634株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）におけるわが国経済は、サブプライム

ローン問題に端を発した米国の金融危機が世界市場に広がるなか、世界経済の同時減速の影響を受けて、景気後退の

色彩が鮮明になりました。また、不安定な資源価格によるコストの増加に加え、世界経済の下振れに伴う消費者心理

の冷え込みにより、内需・外需ともに減速して、事業活動は厳しい状況下で推移しました。  

 当社グループの中核事業の一つである菓子・食品の市場におきましても、原材料価格が高止まりするなか企業間競

争が激化して、厳しい経営環境が続きました。  

 こうした情勢のもと、当社グループは、商品の安全性確保と品質の向上のため品質管理体制の強化に引き続き注力

するとともに、お客様に満足いただける商品の開発や積極的な営業活動を推進してまいりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ4.3％増の10,489百万円となりました。営業利

益は、生産性の向上や事業活動の効率化に努めてまいりましたが、高騰した原材料価格が招くコスト上昇を吸収しき

れず、前年同期に比べ74.4％減の92百万円となり、経常利益は前年同期に比べ24.3％減の544百万円となりました。ま

た、第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）において、投資有価証券に関する特別

利益158百万円と特別損失123百万円を計上しました。これらにより四半期純利益につきましては、前年同期に比べ

5.2％減の381百万円となりました。  

 なお、当社グループの業績は、売上高に占める割合の大きい食品事業が秋季から冬季に出荷が膨らむ傾向が強く、

例年、上半期の業績は下半期に比べ相対的に低い水準となっております。  

  

事業分野別の動向は、次のとおりであります。 

  

食品事業 

当第２四半期連結累計期間においては、主力の菓子部門は重点商品を中心に積極的な販売促進活動を展開し拡売に

努めました結果、チョコレート類の売上が大幅に伸長し、増収となりました。チョコレート類では、「アルファベッ

トチョコレート」「ナッツチョコレートコレクション」「ベストアソートチョコレート」などの主力ブランドや新商

品の「和風もちチョコミックス」など、ファミリータイプの商品が売上を大きく伸ばしましたが、「ぷくぷくたい」

をはじめ各種のエアインチョコレートは微増に留まりました。キャンディ類は、受託商品の売上が若干減少しました

が、小袋商品など自社商品が売上を伸ばし増収となりました。  

 粉末飲料部門は、既存基幹商品を中心として拡売に取り組みました結果、主力の「レモンティー」や「ロイヤルミ

ルクティー」が売上を順調に伸ばし、増収となりました。  

 また、主として九州地区で製造・販売している冷菓部門は、自社商品の売上が受託商品の落ち込みをカバーして、

増収となりました。  

 そのほか、連結子会社の株式会社エースベーカリーは、主力のバウムクーヘン類は増収となりましたが、その他の

品種が苦戦して減収となりました。  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の食品事業の売上高は、前年同期に比べ7.1％増の8,898百万円となりま

したが、原材料価格の上昇を販売促進活動や生産性の向上などにより吸収するよう努めましたものの１百万円の営業

損失となりました。なお、前年同期の営業利益は115百万円でありました。  

  

化成品事業 

酵素部門につきましては、前年同期に売上が大きく伸長したチーズ用凝乳酵素「レンネット」および脂肪分解酵素

「リパーゼ」は、ともに海外を主な市場としておりますが、取引先の在庫調整や円高の影響もあって大幅に売上が減

少しました。このような状況下ではありましたが、「レンネット」の第２世代品「ＭＲＳ」は、海外市場への販売促

進活動が功を奏し売上を順調に伸ばしました。  

 薬品部門につきましては、ＭＲＩ（磁気共鳴画像）診断用肝臓造影剤『リゾビスト』の原薬である「デキストラ

ン・マグネタイト」の売上は、前年同期と同水準で推移しましたが、医薬品などの原料の「デキストラン」やデキス

トラン誘導体の売上が減少したことにより、減収となりました。このようななか、飼料添加物「ヘルシーフレンド」

は売上が増加しました。  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の化成品事業の売上高は、前年同期に比べ9.7％減の1,376百万円、営業

利益は前年同期に比べ27.9％減の320百万円となりました。  

  

不動産事業 

不動産事業につきましては、売上高は前年同期に比べ3.2％減少して214百万円に、営業利益は前年同期に比べ3.0％

減の106百万円となりました。 

  

なお、前年同期との比較につきましては、参考数値として記載しております。 

  

【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
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は50,500百万円となり、前連結会計年度末に比べ766百万円の増加とな

りました。また、負債は前連結会計年度末と比較し680百万円増加して13,592百万円となり、純資産は前連結会計年度

末に比べ85百万円増加して36,907百万円となりました。この結果、自己資本比率は73.1％となりました。  

 主な増加要因として、資産の部では現金及び預金が810百万円増加し、負債の部では支払手形及び買掛金が328百万

円増加しました。純資産の部では、平成20年５月12日付の２百万株の自己株式の消却を主因として、自己株式（マイ

ナス表示）が3,778百万円、利益剰余金が3,720百万円それぞれ減少しました。  
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

と比較し478百万円増加して、3,697百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、873百万円となりました。資金の主な増加要因

は、売上債権の減少額673百万円などであります。投資活動の結果得られた資金は、28百万円となりました。資金の主

な増加要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入818百万円などであります。また、財務活動によ

り使用した資金は、422百万円となりました。資金の主な減少要因は、配当金の支払額326百万円などであります。  

  

当社グループの業績は、食品事業が秋季から冬季に出荷が膨らむ傾向が強く、例年、下半期の業績は上半期に比べ

相対的に高い水準となる傾向があります。また、食品事業におきましては、内容量の見直しを伴う規格変更を順次行

っており、売上高に占める割合が大きい菓子部門および粉末飲料部門の各商品につきましては、本年９月より行って

おります。このような状況下におきまして、現時点では通期の連結業績予想につきまして、平成20年５月15日に発表

いたしました数値を修正しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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。 

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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 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ので、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。 

該当事項はありません。 

  

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 平成19年３月14日）および

「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 平成19年３月14日)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 平成18年７月５日）

を適用し、評価基準については、主として低価法から原価法（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。これによる損益に与える影響はありません。 

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

(2) キャッシュ・フローの状況

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

＜簡便な会計処理＞

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③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

＜四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理＞

(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

－3－

名糖産業㈱（2207）　平成21年３月期　第２四半期決算短信



当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役会において決議さ

れた内規に基づく連結会計年度末における要支給額により計上しておりましたが、平成20年６月27日開催の定時株

主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しました。制度の廃止に伴い、役員退職慰労金の打ち切り支給

を同株主総会にて決議し、役員退職慰労引当金残高は全額取崩し、打ち切り支給額の未払分77百万円を固定負債の

「その他」に計上しております。 

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定耐用年数お

よび資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐用年数を７～９年としておりま

したが、第１四半期連結会計期間より８～10年に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ18百万円増加しております。 

（追加情報）

１ 役員退職慰労引当金

２ 有形固定資産の耐用年数の変更
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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 4,039 3,228

受取手形及び売掛金 4,212 4,886

有価証券 745 399

商品 0 0

製品 1,043 635

原材料 1,115 860

仕掛品 335 302

貯蔵品 16 17

その他 273 240

貸倒引当金 △44 △32

流動資産合計 11,737 10,538

固定資産   

有形固定資産 7,672 7,175

無形固定資産 92 96

投資その他の資産   

投資有価証券 30,025 30,746

その他 1,058 1,261

貸倒引当金 △85 △85

投資その他の資産合計 30,998 31,922

固定資産合計 38,762 39,195

資産合計 50,500 49,733
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,618 2,290

短期借入金 1,000 1,100

未払法人税等 200 95

返品調整引当金 8 16

その他 2,426 2,088

流動負債合計 6,253 5,591

固定負債   

繰延税金負債 5,092 5,076

退職給付引当金 2,153 2,144

役員退職慰労引当金 11 95

その他 81 4

固定負債合計 7,338 7,320

負債合計 13,592 12,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,313 1,313

資本剰余金 76 77

利益剰余金 32,219 35,939

自己株式 △5,756 △9,534

株主資本合計 27,853 27,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,054 9,026

評価・換算差額等合計 9,054 9,026

純資産合計 36,907 36,822

負債純資産合計 50,500 49,733
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(2) 四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（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 10,489

売上原価 7,023

売上総利益 3,465

販売費及び一般管理費  

販売促進費 1,423

運送費及び保管費 551

広告宣伝費 39

給料手当及び賞与 780

退職給付費用 45

役員退職慰労引当金繰入額 8

貸倒引当金繰入額 12

減価償却費 43

その他 468

販売費及び一般管理費合計 3,373

営業利益 92

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 303

有価証券売却益 107

持分法による投資利益 7

その他 27

営業外収益合計 477

営業外費用  

支払利息 2

固定資産除売却損 14

支払手数料 4

その他 4

営業外費用合計 25

経常利益 544

特別利益  

投資有価証券売却益 158

特別利益合計 158

特別損失  

投資有価証券売却損 99

投資有価証券評価損 24

減損損失 10

特別損失合計 133

税金等調整前四半期純利益 569

法人税、住民税及び事業税 212

法人税等調整額 △25

法人税等合計 187

四半期純利益 381

－7－

名糖産業㈱（2207）　平成21年３月期　第２四半期決算短信



(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 569

減価償却費 374

減損損失 10

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△74

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △167

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 24

有形固定資産除売却損益（△は益） 14

受取利息及び受取配当金 △335

支払利息 2

持分法による投資損益（△は益） △7

売上債権の増減額（△は増加） 673

たな卸資産の増減額（△は増加） △694

仕入債務の増減額（△は減少） 328

その他 △86

小計 643

利息及び配当金の受取額 331

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △98

営業活動によるキャッシュ・フロー 873

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 △232

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △249

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

818

有形固定資産の取得による支出 △403

その他 93

投資活動によるキャッシュ・フロー 28

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） △100

自己株式の取得による支出 △8

自己株式の売却による収入 12

配当金の支払額 △326

財務活動によるキャッシュ・フロー △422

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 478

現金及び現金同等物の期首残高 3,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,697
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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 平成19年３月14日)および「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 平成19年３月14日)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。 

  

 

  

当社は平成20年４月30日開催の取締役会決議に基づき、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を実施いた

しました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が１百万円、利益剰余金が3,774百万円、自己

株式が3,775百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（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 
(百万円)

化成品事業 
(百万円)

不動産事業 
(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

8,898 1,376 213 10,489 ─ 10,489

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 1 1 △1 ─

計 8,898 1,376 214 10,490 △1 10,489

営業利益または営業損失(△) △1 320 106 425 (333) 92

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
  ２ 各事業区分の主な製品など 
    食品事業………菓子、飲料など 
    化成品事業………薬品、酵素など 
    不動産事業………不動産賃貸、ゴルフ場など

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

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 10,058 100.0

Ⅱ 売上原価 6,490 64.5

   売上総利益 3,568 35.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売促進費 1,322

 ２ 運送費・保管料 534

 ３ 広告宣伝費 43

 ４ 給料・賞与・諸手当 731

 ５ 役員賞与引当金繰入額 11

 ６ 退職給付費用 63

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額 10

 ８ 減価償却費 44

 ９ その他 444 3,206 31.9

   営業利益 361 3.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 40

 ２ 受取配当金 293

 ３ 有価証券売却益 20

 ４ 持分法による投資利益 18

 ５ その他 32 405 4.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 5

 ２ 固定資産除売却損 15

 ３ 支払手数料 12

 ４ その他 14 48 0.5

   経常利益 719 7.1

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 41 41 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 107

 ２ 製品回収廃棄損 64 172 1.7

   税金等調整前中間純利益 588 5.8

   法人税、住民税及び事業税 183

   法人税等調整額 1 185 1.8

   中間純利益 403 4.0
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（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(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 588

 ２ 減価償却費 381

 ３ 退職給付引当金・役員退職慰労引当金の 

   増減額(△は減少)
27

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 2

 ５ 有価証券・投資有価証券売却損益(△は益) △62

 ６ 投資有価証券評価損 107

 ７ 受取利息及び受取配当金 △333

 ８ 支払利息 5

 ９ 売上債権の増減額(△は増加) 793

 10 たな卸資産の増減額(△は増加) △840

 11 仕入債務の増減額(△は減少) 464

 12 その他 △301

    小計 834

 14 利息及び配当金の受取額 331

 15 利息の支払額 △5

 16 法人税等の支払額 △714

   営業活動によるキャッシュ・フロー 445

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券・投資有価証券の取得による支出 △445

 ２ 有価証券・投資有価証券の売却等による収入 329

 ３ 定期預金の預入れによる支出 △100

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △233

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △1

 ６ 貸付けによる支出 △10

 ７ 貸付金の回収による収入 8

 ８ その他 △3

   投資活動によるキャッシュ・フロー △455

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(△は減少) △400

 ２ 自己株式の取得による支出 △6

 ３ 自己株式の売却による収入 19

 ４ 配当金の支払額 △325

   財務活動によるキャッシュ・フロー △712

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △723

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,516

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,793
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（３）セグメント情報 

 

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（307百万円）の主なものは、親会社の管理部門に係わる
費用などであります。 

  

  

  

（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)

化成品事業 
(百万円)

不動産事業 
(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

8,312 1,524 221 10,058 ─ 10,058

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 8,312 1,524 221 10,058 ─ 10,058

営業費用 8,197 1,079 112 9,389 307 9,697

営業利益 115 444 109 669 (307) 361

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
  ２ 各事業区分の主な製品など 
    食品事業………菓子、飲料など 
    化成品事業………薬品、酵素など 
    不動産事業………不動産賃貸、ゴルフ場など
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（別紙）
名糖産業株式会社

平成21年3月期第2四半期決算参考資料
（金額単位：百万円、百万円未満切捨）

１．第2四半期連結累計期間(中間期)の実績推移
（連結）

16/9月 17/9月 18/9月 19/9月 20/9月
売 上 高 9,718 9,768 10,013 10,058 10,489
営 業 利 益 539 331 368 361 92
経 常 利 益 882 716 779 719 544
四 半 期 純 利 益 557 466 513 403 381

２．通期の実績推移と業績予想
（連結）

17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期予想
売 上 高 22,496 22,704 23,001 23,404 23,800
営 業 利 益 1,437 1,387 1,260 971 1,100
経 常 利 益 2,118 1,999 1,944 1,635 1,700
当 期 純 利 益 1,342 1,330 2,610 935 1,100

３．事業別売上高予想
（連結）
21/3期予想 増減率 20/3期

食品 20,300 0.9% 20,119
化成品 3,050 7.3% 2,841
不動産 450 1.5% 443
合計 23,800 1.7% 23,404

４．営業外損益の内訳(実績）
（連結）

通期

20/9月 19/9月 20/3期
営業外収益 477 405 803
受 取 利 息 及 び 配 当 金 335 333 555
持分法による投資利益 7 18 41
そ の 他 の 営 業 外 収 益 134 53 206
営業外費用 25 48 139
支 払 利 息 2 5 11
そ の 他 の 営 業 外 費 用 22 42 128

第2四半期連結累計期間(中間期)




