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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 18,355 ― 976 ― 1,153 ― 526 ―

20年3月期第2四半期 16,605 △2.3 △41 ― 318 △10.6 △277 ―

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 15.94 ―

20年3月期第2四半期 △8.42 ―

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 56,954 35,892 63.0 1,086.82
20年3月期 54,728 36,498 66.7 1,106.63

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  35,892百万円 20年3月期  36,498百万円

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 ― 10.00 ― 40.00 50.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 40.00 50.00

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 44,000 4.1 7,200 2.0 7,400 2.5 4,300 18.8 128.90

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  無  

(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は今後様々な
要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお業績予想については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご
参照ください。 
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  33,359,040株 20年3月期  33,359,040株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  333,376株 20年3月期  377,629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  33,014,749株 20年3月期第2四半期  32,972,955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２四半期連結累計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題の深刻化を背景に米国や欧州の景気が減速傾

向を強めていることによる輸出の減少や、９月後半の米国大手証券会社の破綻をきっかけとした米国及び欧州を中心

とした金融、資本市場の混乱などにより国内経済の先行きに対する不透明感はより一層増してまいりました。 

 また、食品業界におきましては、中国製冷凍ギョーザ中毒事件以降、消費者の食の安全、安心への関心がより一層

高まり、賞味期限はもとより生産国、使用原材料等についても注意をはらうところとなりました。このような環境の

中、当社グループは製品の安全性に万全の体制で臨むと共に、各事業におきまして収益の拡大に努めてまいりまし

た。きのこ事業におきましては、昨年９月より稼動した上田きのこセンターの通年稼動により、ブナシメジの生産量

が増加いたしました。販売面におきましては、食の安全安心への関心の高まりと共に輸入野菜離れや国内産志向によ

り当第２四半期連結累計期間の売上は概ね順調に推移いたしました。 

 化成品事業におきましては、原油高に伴う原材料や資材の値上がり等厳しい状況でしたが、新規開拓等積極的な営

業活動を展開しほぼ計画通りとなりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は183億55百万円、営業利益９億76百万円、経常利益11億53百万

円、四半期純利益５億26百万円となりました。 

「きのこ事業」 

 当事業におきましては、生産の拡大と品質の向上、販売の強化を中心に業績の拡大に努めてまいりました。生産部

門におきましては、岩手宮城内陸地震の影響が僅かにありましたが、上田きのこセンターの通年稼動によりブナシメ

ジの生産量が増加いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の生産量はブナシメジ（ブナピーを含む）17,039ｔ、エリンギ7,356ｔ、ま

いたけ4,973ｔとなりました。 

 販売部門におきましては、今年１月に発生した中国製冷凍ギョーザの中毒事件による影響をうけ、消費者の食の安

全、安心に関する意識がより一層高まり、輸入食品や輸入野菜離れが続く中、野菜をはじめとする食品の国内産志向

とあいまって第１四半期はきのこの価格、販売量とも好調に推移いたしました。 

 しかし、７月以降葉物野菜を中心とした野菜価格の低迷や猛暑などにより、きのこ市場におきましても厳しい状況

で推移し、当第２四半期連結累計期間において売上高は計画を僅かながら下回りました。 

 以上の結果きのこ事業の売上高は154億74百万円（前年同期比11.8％増）となりました。 

「化成品事業」 

 化成品事業におきましては、原油高に伴う原材料や資材の値上がり等厳しい環境ではありましたが、包装資材部門

を中心に新規開拓やきめ細かな営業活動を展開しほぼ計画通りの業績となりました。 

 以上の結果、売上高は28億81百万円（前年同期比4.3％増）となりました。 

 なお、上記の前年同期比は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は30億56百万円となり、前連結

会計年度末より19億43百万円減少いたしました。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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動により減少した資金は10億70百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益９億57百万

円、減価償却費10億48百万円等による増加と、法人税等の支払額25億60百万円、売上債権の増加額７億23百万円等に

よる減少であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動により減少した資金は41億98百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出43億96百

万円等による減少であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動により増加した資金は32億49百万円となりました。これは主に、配当金の支払額13億17百万円、短期借入

金の返済額15億円等による減少と短期借入金の借入れ60億円等の増加であります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当面の経済情勢は米国、欧州を中心とした金融危機により、景気後退が懸念され、国内においても、景気の減速が

避けられない状況が続くと思われます。 

 このような環境の中、当社グループはきのこ事業を中心に事業の拡大と収益の向上に努めてまいりますが、欧米経

済を中心とした世界経済の減速による国内景気の悪化や、為替の変動、株価の低迷などにより個人消費が落ち込む可

能性があります。 

 このような経済情勢を踏まえ、通期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の連結業績予想につきましては、上

半期上方修正を行ないましたが、８月４日公表の通期予想数値を据え置くことといたしました。 

  

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 

 該当事項はありません。 

  

（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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として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。 

 この変更による影響額はありません。 

 ③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 平成18年５月17日）を適用しております。 

 この変更による影響額はありません。 

 ④「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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 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。 

 この変更による影響額はありません。 



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 3,548 5,701

受取手形及び売掛金 3,061 2,336

商品 189 147

製品 691 574

原材料 183 128

仕掛品 2,586 2,277

繰延税金資産 320 471

その他 323 210

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 10,902 11,841

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,731 30,709

減価償却累計額 △11,819 △11,330

建物及び構築物（純額） 18,911 19,379

機械装置及び運搬具 10,516 10,360

減価償却累計額 △6,340 △5,832

機械装置及び運搬具（純額） 4,176 4,527

土地 10,092 10,092

建設仮勘定 7,274 3,292

その他 1,116 1,012

減価償却累計額 △797 △771

その他（純額） 319 240

有形固定資産合計 40,774 37,532

無形固定資産 139 142

投資その他の資産   

その他 5,185 5,259

貸倒引当金 △47 △48

投資その他の資産合計 5,138 5,211

固定資産合計 46,051 42,886

資産合計 56,954 54,728



（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 4,024 3,297

短期借入金 14,000 9,500

未払法人税等 374 2,652

引当金 641 606

その他 1,926 2,076

流動負債合計 20,966 18,133

固定負債   

その他 94 96

固定負債合計 94 96

負債合計 21,061 18,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,692 5,692

利益剰余金 25,661 26,480

自己株式 △709 △802

株主資本合計 36,144 36,870

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40 △97

為替換算調整勘定 △210 △274

評価・換算差額等合計 △251 △371

純資産合計 35,892 36,498

負債純資産合計 56,954 54,728



（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 18,355

売上原価 13,275

売上総利益 5,080

販売費及び一般管理費  

販売手数料 1,114

運搬費 1,236

賞与引当金繰入額 110

その他 1,642

販売費及び一般管理費合計 4,104

営業利益 976

営業外収益  

受取地代家賃 57

為替差益 62

助成金収入 82

その他 52

営業外収益合計 254

営業外費用  

支払利息 64

その他 12

営業外費用合計 77

経常利益 1,153

特別利益  

受取保険金 19

その他 2

特別利益合計 21

特別損失  

投資有価証券評価損 182

災害による損失 34

その他 0

特別損失合計 217

税金等調整前四半期純利益 957

法人税、住民税及び事業税 359

法人税等調整額 72

法人税等合計 431

四半期純利益 526



（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 957

減価償却費 1,048

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 35

前払年金費用の増減額（△は増加） △10

受取利息及び受取配当金 △46

支払利息 64

為替差損益（△は益） △84

災害損失 34

投資事業組合運用損益（△は益） 12

投資有価証券評価損益（△は益） 182

売上債権の増減額（△は増加） △723

たな卸資産の増減額（△は増加） △552

仕入債務の増減額（△は減少） 723

その他の流動資産の増減額（△は増加） △68

その他の流動負債の増減額（△は減少） △32

その他 0

小計 1,537

利息及び配当金の受取額 46

利息の支払額 △64

災害損失の支払額 △29

法人税等の支払額 △2,560

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 200

有形固定資産の取得による支出 △4,396

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 4

貸付けによる支出 △15

その他の支出 △160

その他の収入 170

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,198



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 6,000

短期借入金の返済による支出 △1,500

自己株式の取得による支出 △7

自己株式の売却による収入 74

配当金の支払額 △1,317

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,943

現金及び現金同等物の期首残高 4,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,056



 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） 

  

(注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

      ３. 事業区分につきましては、前連結会計年度まで「きのこ事業」、「化成品事業」及び「健康食品関連事業」の

３区分によっておりましたが、第１四半期連結累計期間より「きのこ事業」、「化成品事業」の２区分に変更

しております。 

これは「健康食品関連事業」の規模の縮小に伴い今後の事業方針の見直しを行ない、グループ全体の事業区分

における位置づけを再検討した結果、同事業をきのこ加工製品の一部として、「きのこ事業」に含めて表示す

ることとしたものであります。 

なお、「健康食品関連事業」の区分変更に伴う事業の種類別セグメント情報に与える影響は、軽微でありま

す。 

     ４. 追加情報 有形固定資産の耐用年数の変更に記載したとおり、第１四半期連結会計期間から平成20年度の税制

改正を契機に、機械装置の耐用年数を従来の５～10年から７～10年に変更しております。この変更に伴い、従

来の耐用年数により計算した場合に比べ当第２四半期連結累計期間における営業利益は「きのこ事業」が185

百万円、「化成品事業」が0百万円それぞれ増加しております。 

〔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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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。 

 
きのこ事業 
（百万円） 

化成品事業 
（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 15,474 2,881 18,355 － 18,355 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
14 921 935 △935 － 

計 15,489 3,802 19,291 △935 18,355 

営業利益 780 192 973 2 976 

事業区分 主要製品 

きのこ事業 ブナシメジ、エリンギ、まいたけ、アガリクス、ヤマブシタケ 

化成品事業 包装資材、農業資材 



「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（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   16,605 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,940 77.9 

売上総利益   3,664 22.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,706 22.3 

営業損失   41 △0.3 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 109     

２．受入助成金 297     

３．受取地代家賃 53     

４．その他 36 496 3.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 65     

２．為替差損 72 137 0.8 

経常利益   318 1.9 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入 3     

２．受入保険金 23 26 0.2 

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券評価損 3     

２．役員退職慰労金 519     

３．その他 45 568 3.4 

税金等調整前中間純損失   223 △1.3 

法人税、住民税及び事業
税 122     

法人税等調整額 △68 53 0.3 

中間純損失   277 △1.7 

       



（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  

税金等調整前中間純利益 △223 

減価償却費 1,112 

貸倒引当金の増減額  △3 

賞与引当金の増減額  △64 

前払年金費用の増減額  △11 

受取利息及び受取配当金 △136 

支払利息 65 

為替差損益（△は益） 72 

受入損害補償金  △23 

役員退職慰労金  519 

投資事業組合損益  2 

投資有価証券評価損 3 

有形固定資産売却損 9 

有形固定資産除却損  0 

売上債権の増加額 △636 

たな卸資産の増減額  △361 

仕入債務の増減額  297 

その他の流動資産増減額 △403 

その他の流動負債増減額  △564 

小計 △347 

利息及び配当金の受取額 136 

利息の支払額  △65 

法人税等の支払額 △2,478 

役員退職慰労金の支払 △427 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,182 

Ⅱ 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 △2,614 

有形固定資産の売却による収入 35 

投資有価証券の取得による支出  △681 

投資有価証券の売却による収入  36 

貸付による支出 △97 

その他の資産取得 △167 

その他の資産売却  96 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,393 

 



 
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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 22,000 

短期借入金の返済による支出  △15,000 

自己株式の取得による支出  △4 

自己株式の売却による収入 18 

配当金の支払額  △1,250 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,763 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △916 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,895 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,978 

   



（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） 

 （注） １．事業区分の方法 

  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

     ２．各区分に属する主要な製品 

        ３. 当中間連結会計期間における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はありませ 

       ん。 

        ４. 当中間連結会計期間から法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によ 

       った場合に比べ当中間連結会計期間における営業費用は「きのこ事業」が13百万円増加し、営業利益が 

       同額減少しております。なお、「化成品事業」及び「健康食品関連事業」には影響はありません。 

  ５. 当中間連結会計期間から法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改 

  正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結 

  会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に 

  含めて計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ当中間連結会計期間におけ 

  る営業費用は「きのこ事業」が13百万円、「化成品事業」が１百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額 

  減少しております。なお、「健康食品関連事業」には影響はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

本邦の売上高のみであるため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
きのこ事業 
（百万円） 

化成品事業 
（百万円） 

健康食品 
関連事業 
（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 13,773 2,762 68 16,605 ― 16,605 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
12 391 31 435 (△435) ― 

計 13,786 3,154 100 17,040 (△435) 16,605 

営業費用 13,948 2,948 175 17,072 (△425) 16,646 

営業利益（又は営業損失） △162 205 △75 △31 (△10) △41 

事業区分 主要製品 

きのこ事業 ぶなしめじ、エリンギ、まいたけ 

化成品事業 包装資材、農業資材 

健康食品関連事業 清涼飲料、アガリクス、ヤマブシタケ 
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