
 

平成 20 年 11 月 7 日 
 

各  位 
会 社 名 オ ー ウ イ ル 株 式 会 社     
代表者名 代表 取締役社長  小口  英 噐    

（ JASDAQ・コード 3143）   
問合せ先  常務取締役管理本部長 粟野 惠介   

（ T E L． 03－ 3222－ 4040）
    

 

 

 ジャスダック証券取引所への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 
 当社は、本日、平成 20 年 11 月 7 日にジャスダック証券取引所に上場いたしました。 
今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 
 上場に伴い、当社の 近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 
 
 

以  上 
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・ 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰による企業収益の

悪化及び設備投資の停滞、個人消費の減少等により、低調に推移いたしました。一方、サブプライ

ムローンに端を発した米国の金融機関破綻や再編による世界的な金融危機により、景気後退懸念が

拡大しております。 

清涼飲料の市場は、全国的に早い梅雨明け、猛暑となり清涼飲料出荷量は 多記録を更新しまし

たが、８月下旬以降は雷を伴う局地的な大雨が発生するなど、天候不順の影響を受け、成長を続け

てきたミネラルウォーターの伸びが緑茶に続き鈍化し、全体として緩やかな伸張で推移しておりま

す。 

このような経済状況のもと、当社は大手飲料メーカー向けビタミンＣ、業務用殺菌乳などの商品

の拡販に努め、また、取引先の拡大や新規商品の提案を積極的に展開してまいりました。 

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は 12,522,056 千円、営業利益は 274,989 千円、経常

利益は 262,093 千円となりました。金融危機に伴う株価下落により投資有価証券評価損を 6,537 千

円計上し、当第２四半期累計期間の純利益は 143,370 千円となりました。 

 

カテゴリー別の業績は以下のとおりであります。 
① 食品副原料 

当カテゴリーにおきましては、主力商品であるビタミン類やクエン酸等の副原料の販売が好調

を維持し、売上高は 4,092,797 千円、売上総利益は 396,517 千円となりました。 

② 乳及び乳製品 

当カテゴリーにおきましては、供給が逼迫するなか、ソフトコンテナを活用した業務用殺菌乳、

バターや脱脂粉乳の乳製品の拡販に努め、販売数量の増加が功を奏し、売上高は 2,561,107 千円、

売上総利益は 183,301 千円となりました。 

③ 飲料製品 

  当カテゴリーにおきましては、猛暑により炭酸飲料の出荷が増大したものの、飲料市場全体が

伸び悩み、売上高は 2,491,084 千円、売上総利益は 30,229 千円となりました。 

④ 農産物及び同加工品 

当カテゴリーにおきましては、主力商品であるマンゴー加工品が好調を維持し、売上高は

1,704,832 千円、売上総利益は 187,790 千円となりました。 

⑤ ＦＣ事業 

  当カテゴリーにおきましては、当社運営エリアの大手町再開発に伴う客数の減少があったもの

の、客単価の上昇や廃棄率の改善により、売上高は 555,998 千円、売上総利益は 160,092 千円と

なりました。 

⑥ その他 

その他におきましては、窒素ガスや珪藻土等資材の販売が好調を維持し、売上高は 1,116,235

千円、売上総利益は 103,274 千円となりました。 

  

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 

① 資産 

当第２四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末に比べ 8.0％減少し、4,791,396 千円となり

ました。これは主に未着商品、未収入金の減少によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末に比べ 3.5％減少し、713,512 千円となり

ました。 

 この結果、当第２四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ 7.4％減少し、5,504,909 千

円となりました。 
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② 負債 

 当第２四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べ 10.4％減少し、4,344,313 千円とな

りました。これは主に短期借入金の返済及び未払金の減少によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べ 24.7％減少し、30,306 千円となり

ました。これは主にリース債務等の返済などによるものであります。 

この結果、当第２四半期会計期間末の負債は前事業年度末に比べ 10.5％減少し、4,374,619 千円

となりました。 

 

③ 純資産 

  当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ 6.7％増加し、1,130,289 千円となり

ました。これは主に利益剰余金の増加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 270,675 千円増加し、627,914 千円となりました。 

 

① 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 577,074 千円となりました。これは主に税引前四半期純利益が

255,234 千円となり、たな卸資産が 499,477 千円減少、仕入債務が 683,674 千円増加し、法人税等

を 120,023 千円支払ったことによるものであります。 

 

② 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 3,911 千円となりました。これは主に固定資産の取得による支出

3,221 千円によるものであります。 

 

③ 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、303,094 千円となりました。これは主に短期借入金の返済によ

る支出 200,000 千円、配当金の支払による支出 70,000 千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 

  平成 21 年３月期の業績予想につきましては、当社が取り扱っている食品原材料の価格変動、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、現在のところ

概ね計画通り推移しており、平成20年 10月３日に公表いたしました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。 
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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 

  該当事項はありません。 

 

(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）を適用しております。 

  

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、原価法から原価法（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。 

  これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ

18,931 千円減少しております。 
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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 627,914 357,238 

受取手形及び売掛金 2,850,215 2,523,016 

商品 887,830 888,165 

未着商品 241,680 740,822 

未収入金 112,259 644,300 

その他 75,097 55,564 

貸倒引当金 △3,600 △2,600 

流動資産合計 4,791,396 5,206,508 

固定資産   

有形固定資産 107,606 112,385 

無形固定資産 59,073 68,481 

投資その他の資産 546,832 558,410 

固定資産合計 713,512 739,277 

資産合計 5,504,909 5,945,785 
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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） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,628,258 2,778,065 

短期借入金 － 200,000 

未払金 443,445 1,552,261 

未払法人税等 129,737 123,202 

賞与引当金 38,603 25,553 

その他 104,267 166,977 

流動負債合計 4,344,313 4,846,059 

固定負債   

リース債務 30,306 40,236 

固定負債合計 30,306 40,236 

負債合計 4,374,619 4,886,296 

純資産の部   

株主資本   

資本金 332,000 332,000 

資本剰余金 257,000 257,000 

利益剰余金 617,443 544,073 

株主資本合計 1,206,443 1,133,073 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,364 △59,669 

繰延ヘッジ損益 △10,789 △13,915 

評価・換算差額等合計 △76,154 △73,584 

純資産合計 1,130,289 1,059,489 

負債純資産合計 5,504,909 5,945,785 
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(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 12,522,056 

売上原価 11,460,851 

売上総利益 1,061,205 

販売費及び一般管理費 786,215 

営業利益 274,989 

営業外収益  

受取利息 208 

受取配当金 4,483 

受取補償金 5,523 

受取手数料 3,314 

その他 730 

営業外収益計 14,259 

営業外費用  

支払利息 1,574 

為替差損 21,837 

支払補償費 2,721 

その他 1,022 

営業外費用計 27,155 

経常利益 262,093 

特別損失  

投資有価証券評価損 6,537 

その他 322 

特別損失計 6,859 

税引前四半期純利益 255,234 

法人税、住民税及び事業税 126,534 

法人税等調整額 △14,670 

法人税等合計 111,864 

四半期純利益 143,370 
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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 255,234 

減価償却費 17,384 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,000 

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,050 

受取利息及び受取配当金 △4,691 

支払利息 1,574 

為替差損益（△は益） △606 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,537 

売上債権の増減額（△は増加） △327,199 

たな卸資産の増減額（△は増加） 499,477 

未収入金の増減額（△は増加） 532,041 

仕入債務の増減額（△は減少） 683,674 

未払金の増減額（△は減少） △942,296 

その他 △41,533 

小計 693,646 

利息及び配当金の受取額 4,691 

利息の支払額 △1,240 

法人税等の支払額 △120,023 

営業活動によるキャッシュ・フロー 577,074 
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 （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） 

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 △1,871 

無形固定資産の取得による支出 △1,350 

その他 △689 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,911 

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） △200,000 

リース債務の返済による支出 △9,764 

配当金の支払額 △70,000 

その他 △23,330 

財務活動によるキャッシュ・フロー △303,094 

現金及び現金同等物に係る換算差額 606 

現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

270,675 

現金及び現金同等物の期首残高 357,238 

現金及び現金同等物の四半期末残高  627,914 

  

 

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）を適用しております。 

 

(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。  

 

「参考情報」 

 当期より四半期決算短信の開示を始めたため、平成 20 年３月期第２四半期の損益計算書は記

載しておりません。 
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