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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 6,636 ― △28 ― △37 ― △48 ―
20年3月期第2四半期 6,471 2.2 70 △60.5 46 △73.4 △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 △4.26 ―
20年3月期第2四半期 △0.57 ―

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 14,291 6,581 46.1 577.61
20年3月期 14,460 6,562 45.4 575.90

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,581百万円 20年3月期  6,562百万円

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

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 13,664 4.2 121 23.5 78 680.0 13 ― 1.14

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 
・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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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覧ください。 
・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  11,400,000株 20年3月期  11,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,789株 20年3月期  5,069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  11,394,683株 20年3月期第2四半期  11,396,420株
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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におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱が

世界経済に波及し消費動向に大きく影を落とすとともに原油・原材料価格の高騰に伴う企業の収益悪化を背景に景気

の減速感ならびに不透明感が拡大してまいりました。   

このような状況下、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）は、高騰した原材料価格や原油高

による動力費の増加に対応するため、取扱い製品の市場環境に見合った販売価格の値上げを実施するとともに、より

一層のコスト削減を推進してまいりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比2.5％増の

66億36百万円と前年同期を上回りましたが、利益面では粉末お茶の販売展開の遅れと、中国輸入冷凍食品問題の影響

による当社の持分法適用関連会社である厦門華茗食品有限公司の清算決定等により、営業損失28百万円（前年同期は

営業利益70百万円）、経常損失37百万円（前年同期は経常利益46百万円）、四半期純損失48百万円（前年同期は純損

失６百万円）となりました。なお、前年同期比は参考として記載しております。  

部門業績は次のとおりであります。 

○カラメル製品部門 

着色料カラメルの販売は堅調に推移いたしましたが、嗜好品であるデザート関連商品に使用されているシラップ

及びプリン用タブレットが個人消費減退と内食回帰の影響から外食産業・洋菓子業界への販売が減少し、売上高は

14億52百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

○粉末製品部門 

新製品のレシピに組み込まれたＰＢ品又はオープンプライス品等の即席麺用調味料が増加したことと、粉末お茶

製品、和風調味料製品が順次市場に導入していることから、売上高は13億９百万円（前年同期比9.7％増）となり

ました。  

○凍結乾燥製品部門 

凍結乾燥製品の主力である粉末山芋は依然、安価な海外品及び熱風乾燥品タイプへ市場トレンドが移行している

ことから、売上高は３億14百万円（前年同期比14.7％減）となりました。  

○造粒製品部門 

健康食品素材関連製品が今期も順調に販売拡大したことと、スポーツ飲料関係が増加したことから、売上高は15

億98百万円（前年同期比14.4％増）となりました。  

○ブレンド製品部門 

輸出用粉末味噌汁及びスープ製品が増加したことと病院向け、量販店ＰＢ関連の製品が増加したことで、売上高

は５億77百万円（前年同期比31.7％増）となりました。  

○その他製品・商品部門 

年初に起った中国輸入冷凍食品問題に端を発した一連の報道から中国製品に対する消費者離れの影響を受け、粉

末茶及び乾燥野菜製品の輸入が大きく減少したことから、売上高は13億85百万円（前年同期比11.6％減）となりま

した。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は142億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億69百万円減少いたしました。これ

は主に、資産では、現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の増加並びに有形固定資産の減価償却額の発生等によ

るものであります。 

負債は、77億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億88百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金

の増加、長期借入金の減少等によるものであります。  

純資産は、65億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円増加いたしました。これは主に、その他有価証

券評価差額金の増加、利益剰余金の減少等によるものであります。 

（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、15億25百万円となりまし

た。  

当第２四半期連結累計期間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。   
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果使用した資金は23百万円となりました。 

これは主に、売上債権の増加額２億72百万円、その他の流動負債の減少額１億96百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）    

投資活動の結果使用した資金は１億64百万円となりました。  

これは主に、有形固定資産の取得による支出１億46百万円等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１億９百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出２億56百万円等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 

  

 平成21年３月期の業績予想につきましては、金融不安を背景とした世界的な経済減速、企業収益の悪化と個人消

費の伸びが鈍化する等、国内需要の減退が見込まれることから、平成20年５月15日に公表した業績予想を平成20年

11月10日付にて以下の通り変更いたしました。 

  

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）  

  

   

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 

・ 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

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。 

  

・ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 「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」（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総平均法による原価法から総平均法による原価

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。 

   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 

 前回発表予想（Ａ）    13,881  374  337  170  14  92

 今回修正予想（Ｂ）  13,664  121  78  13  1  14

 増減額（Ｂ－Ａ）  △217  △253  △259  △157 －  

 増減率（％）  △1.6  △67.6  △76.9  △92.4 －  

 前期実績  13,111  98  10  △30  △2  66
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これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ17,469千円増加しております。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を９年～12年としておりましたが、第１

四半期連結会計期間より10年に変更しました。 

この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、改正後の法人

税法に基づく耐用年数とするものであります。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ5,925千円減少しております。 
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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：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 1,555,318 1,855,138

受取手形及び売掛金 3,098,257 2,853,312

有価証券 1,394 1,394

商品 447,615 422,257

製品 759,668 756,915

原材料 582,480 650,017

仕掛品 305,326 299,681

繰延税金資産 303,080 268,130

その他 287,063 307,129

貸倒引当金 △22,229 △7,812

流動資産合計 7,317,977 7,406,166

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,182,049 2,238,926

機械装置及び運搬具（純額） 2,499,111 2,628,840

その他（純額） 445,243 440,088

有形固定資産合計 5,126,404 5,307,855

無形固定資産 32,195 32,205

投資その他の資産   

投資有価証券 1,018,957 743,285

繰延税金資産 379,916 476,613

その他 422,271 509,153

貸倒引当金 △6,055 △14,348

投資その他の資産合計 1,815,090 1,714,704

固定資産合計 6,973,690 7,054,766

資産合計 14,291,667 14,460,932
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（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 1,582,773 1,608,242

短期借入金 2,656,312 2,418,312

未払法人税等 27,509 79,444

賞与引当金 162,705 205,670

役員賞与引当金 1,000 2,000

その他 608,322 681,830

流動負債合計 5,038,623 4,995,499

固定負債   

長期借入金 1,290,904 1,547,560

退職給付引当金 1,327,133 1,301,902

その他 53,612 53,612

固定負債合計 2,671,649 2,903,074

負債合計 7,710,272 7,898,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,587,582 3,727,329

自己株式 △1,803 △1,558

株主資本合計 6,289,389 6,429,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 320,477 154,197

為替換算調整勘定 △28,471 △21,219

評価・換算差額等合計 292,006 132,978

純資産合計 6,581,395 6,562,359

負債純資産合計 14,291,667 14,460,932
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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：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 6,636,700

売上原価 5,536,214

売上総利益 1,100,486

販売費及び一般管理費 1,128,705

営業損失（△） △28,219

営業外収益  

受取利息 1,974

受取配当金 6,672

為替差益 13,072

その他 7,102

営業外収益合計 28,822

営業外費用  

支払利息 28,035

持分法による投資損失 8,127

その他 2,016

営業外費用合計 38,179

経常損失（△） △37,576

特別損失  

関係会社出資金評価損 22,654

固定資産除却損 9,371

投資有価証券評価損 6,963

リース解約損 922

保険解約損 562

特別損失合計 40,475

税金等調整前四半期純損失（△） △78,052

法人税、住民税及び事業税 21,543

法人税等調整額 △51,008

法人税等合計 △29,464

四半期純損失（△） △48,587
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（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損失（△） △78,052

減価償却費 443,004

固定資産除却損 9,371

投資有価証券評価損益（△は益） 6,963

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,123

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,965

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,230

受取利息及び受取配当金 △8,647

支払利息 28,035

為替差損益（△は益） 1,147

持分法による投資損益（△は益） 8,127

関係会社出資金評価損 22,654

売上債権の増減額（△は増加） △272,896

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,351

その他の流動資産の増減額（△は増加） 72,010

仕入債務の増減額（△は減少） 7,584

その他の流動負債の増減額（△は減少） △196,498

その他 4,988

小計 71,534

利息及び配当金の受取額 8,750

利息の支払額 △30,832

法人税等の支払額 △73,431

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,978

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 △146,972

有形固定資産の除却による支出 △1,440

投資有価証券の取得による支出 △3,599

貸付けによる支出 △29,930

貸付金の回収による収入 11,457

その他の支出 △1,130

その他の収入 6,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,875

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） 238,000

長期借入金の返済による支出 △256,656

自己株式の取得による支出 △244

配当金の支払額 △90,899

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △299,819

現金及び現金同等物の期首残高 1,825,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,525,318
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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。 

  

（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  

   ａ．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） 

  当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、該当事項はありません。 

  

ｂ．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。 

  

ｃ．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。 
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「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    6,471,960  100.0

Ⅱ 売上原価    5,306,458  82.0

売上総利益    1,165,501  18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,095,088  16.9

営業利益    70,413  1.1

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  1,852     

２．受取配当金  6,707     

３．受取賃借料  1,239     

４．為替差益  523     

５．その他  7,739  18,062  0.3

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  32,781     

２．持分法による投資損失  4,315     

３．その他  4,403  41,500  0.7

経常利益    46,975  0.7

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益  551  551  0.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損  27,436     

２．役員退職慰労加算金  16,162     

３．役員年金解約損  4,822     

４．役員退職慰労金  2,014     

５．運搬具売却損  379  50,814  0.8

税金等調整前中間純損失   △3,287 △0.1

法人税、住民税及び事業
税  72,304     

法人税等調整額 △69,054  3,249  0.0

中間純損失   △6,536 △0.1
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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（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損失 △3,287

減価償却費  431,086

固定資産除却損  27,436

貸倒引当金の減少額 △551

賞与引当金の増加額   5,458

役員賞与引当金の減少額 △5,500

退職給付引当金の増加額  45,028

役員退職慰労引当金の増
加額  18,238

受取利息及び受取配当金 △8,560

支払利息  32,781

為替差益 △821

持分法による投資損失  4,315

売上債権の増加額 △103,363

たな卸資産の減少額  184,161

その他の流動資産の減少
額  59,067

仕入債務の増加額  143,050

その他  5,493

小計  834,033

利息及び配当金の受取額  8,551

利息の支払額 △32,206

法人税等の還付額  5,416

法人税等の支払額 △46,331

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  769,463
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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）

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 

△91,902

有形固定資産の除却によ
る支出 

△5,310

有形固定資産の売却によ
る収入  191

投資有価証券の取得によ
る支出 

△23,488

貸付けによる支出 △5,580

貸付金の回収による収入  36,053

役員年金の解約による収
入  159,729

その他資産の取得による
支出 

△4,761

その他資産の売却による
収入  1,370

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  66,301

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純減少高 △324,000

長期借入金の返済による
支出 

△264,796

配当金の支払額 △91,007

自己株式の取得による支
出 

△63

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△679,866

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  1,338

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  157,237

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,310,434

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 1,467,671
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