
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本食品化工株式会社 上場取引所 東 

コード番号 2892 URL http://www.nisshoku.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 戸名 厚

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 北村 雅人 TEL 03-5360-4412

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日

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 36,007 ― 1,968 ― 1,922 ― 1,079 ―

20年3月期第2四半期 27,924 10.0 788 12.6 774 3.6 691 65.8

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 43.87 ―

20年3月期第2四半期 28.09 ―

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 43,483 13,649 31.4 554.70
20年3月期 39,175 12,756 32.6 518.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,649百万円 20年3月期  12,756百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 68,700 23.8 2,650 530.7 2,450 960.8 1,350 444.6 54.86

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、4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）連結業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合がありま
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）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。  

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  32,000,000株 20年3月期  32,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,393,308株 20年3月期  7,391,018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  24,607,648株 20年3月期第2四半期  24,609,165株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国金融問題を背景とする米国経済の景気停滞

や、原油価格や原材料価格の高騰に伴う物価上昇により、企業収益が悪化するとともに個人消費も落ち込

み、景気は後退局面に入りました。 

当業界を取り巻く環境は、原料とうもろこしをはじめとした原材料価格が昨年に引き続き高値圏で推移

したことに加え、穀物運搬船の海上運賃も一時的に急騰するなど、製造コストの上昇に歯止めがかから

ず、厳しい状況で推移しました。 

当社グループを取り巻く環境は、原料とうもろこしのシカゴ相場が期初584セント／ブッシェル台でス

タートしましたが、米国農務省の6月度報告において生産量の下方修正が発表されると多額の投機資金が

流入し、754セント／ブッシェル台まで上昇しました。その後、受粉期に良好な天候が続いたことで豊作

が見込まれたことから下落し始め、8月中旬には497セント／ブッシェル台まで下落しましたが、夏場の気

温が例年に比較して低かったことにより、とうもろこしの成長を不安視する見方が強まり、600セント／

ブッシェル近辺まで上昇しました。しかし、その後は米国金融市場の混乱により、投機資金が急速にとう

もろこし相場から流出したことで再び下落し始め、第2四半期期末時点では487セント／ブッシェル台とな

りました。 

一方、為替相場は期初100円／ドル台でスタートしましたが、6月に各国要人によるドル安に対する否定

的な発言が相次いだことなどから、8月には111円／ドル台まで円安が進みました。しかし、9月中旬に米

国大手金融機関が破綻したことを受けて急激にドル安が進み、第2四半期期末時点では104円／ドル台とな

りました。 

このような状況のもと、当社グループは引き続きコスト削減と付加価値製品の拡販に注力するととも

に、原材料価格の上昇に伴うコストアップに対応するため、製品販売価格の改定に取り組みました。 

販売面につきましては、糖化品の販売が好調であり、猛暑の影響もあって特に酒類飲料向け製品の販売

が好調であったことが売上高の増収に繋がりました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は360億円となり前年同期比80億8千万円（28.9％）の増

収、営業利益は19億6千万円と前年同期比11億8千万円（149.8％）の増益、経常利益は19億2千万円と前年

同期比11億4千万円（148.4％）の増益、四半期純利益は10億7千万円と前年同期比3億8千万円（56.2％）

の増益となりました。 

次に各部門別の販売状況は以下のとおりであります。 

（澱粉部門） 

澱粉部門は、製紙向け加工澱粉が好調であったことに加え、販売価格の上昇により、売上高は89億円と

前年同期比16億3千万円（22.4％）の増収となりました。 

（糖化品部門） 

糖化品部門は、夏場の天候が良好であったことにより、酒類飲料向けや清涼飲料向けの販売が好調であ

ったことに加え、販売価格の上昇により、売上高は213億3千万円と前年同期比46億2千万円（27.7％）の

増収となりました。 

（ファインケミカル部門） 

ファインケミカル部門は、昨年に引き続きシクロデキストリンの販売は減少しましたが、販売価格の上

昇により、売上高は10億1千万円と前年同期比6千万円（6.9％）の増収となりました。 

（副産物部門） 

副産物部門は、全体の販売が増加したことに加え、食用油向け製品などの販売価格の上昇により、売上

高は47億5千万円と前年同期比17億5千万円（58.7％）の大幅増収となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

・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2四半期末における総資産は、434億8千万円となり、前連結会計年度末と比較して43億円の増加と

なりました。その主な要因は受取手形及び売掛金の増加27億8千万円とたな卸資産の増加16億4千万円等に

よるものです。また、負債については、前連結会計年度末と比較して34億1千万円の増加となりました。

その主な要因は借入金の増加(純額)16億円、支払手形及び買掛金の増加10億2千万円、未払法人税等の増

加7億2千万円等によるものです。 

なお、純資産は136億4千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.2ポイント減少

し、31.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第2四半期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、8億8千万円となり、前連結会

計年度末と比較して2億2千万円の増加となりました。 

（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4億4千万円(前年同期比71.2％増)となりました。 

これは主として、税金等調整前四半期純利益18億円に減価償却費9億4千万円と仕入債務の増加額10億2

千万円を加算した額から、売上債権の増加額27億8千万円とたな卸資産の増加額16億4千万円を控除した額

等によるものです。 

（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8億1千万円(前年同期比433.4％増)となりました。 

これは主として、当社工場設備の更新投資などの有形固定資産の取得による支出7億9千万円等によるも

のです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は14億7千万円(前年同期比222.8％増)となりました。 

これは主として、借入金の増加(純額)16億円から配当金の支払い1億2千万円を控除した額等によるもの

です。 

  

平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年10月23日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①.会計基準等の改正に伴う変更 

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.「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軽微であります。 

  

②.追加情報 

1.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、利用状況を見直しした結果、当第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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

2.平成20年6月開催の定時株主総会において、積立型退任時報酬制度を導入したことにより、毎期の株主

総会で報酬額の決議をすることになりました。これにより、従来、役員の在任期間中に亘り役員退職

慰労引当金を計上していましたが、株主総会の決議を経た額について役員退職慰労引当金から長期未

払金へ振替計上することとし、平成20年6月末日において長期未払金へ73百万円を振替計上しておりま

す。 

  

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 881 657 

受取手形及び売掛金 14,834 12,053 

商品及び製品 3,826 3,266 

仕掛品 2,541 2,313 

原材料及び貯蔵品 4,249 3,395 

繰延税金資産 576 392 

その他 303 442 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 27,212 22,521 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,965 3,820 

機械装置及び運搬具（純額） 5,375 5,908 

工具、器具及び備品（純額） 186 185 

土地 1,864 1,864 

建設仮勘定 472 384 

有形固定資産合計 11,863 12,163 

無形固定資産 208 211 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,493 3,534 

長期貸付金 8 9 

繰延税金資産 501 541 

その他 197 193 

貸倒引当金 △1 △1 

投資その他の資産合計 4,199 4,278 

固定資産合計 16,271 16,654 

資産合計 43,483 39,175 
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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 3,723 2,694 

短期借入金 5,002 6,322 

未払金 3,257 3,023 

未払法人税等 832 111 

賞与引当金 530 626 

役員賞与引当金 9 － 

その他 330 242 

流動負債合計 13,686 13,020 

固定負債 

長期借入金 13,075 10,152 

退職給付引当金 2,989 3,078 

役員退職慰労引当金 10 167 

長期未払金 73 － 

固定負債合計 16,148 13,398 

負債合計 29,834 26,419 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,600 1,600 

資本剰余金 328 328 

利益剰余金 13,279 12,323 

自己株式 △2,142 △2,141 

株主資本合計 13,065 12,109 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 591 634 

繰延ヘッジ損益 △8 △16 

為替換算調整勘定 1 29 

評価・換算差額等合計 583 647 

純資産合計 13,649 12,756 

負債純資産合計 43,483 39,175 
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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 36,007 

売上原価 29,505 

売上総利益 6,502 

販売費及び一般管理費 4,533 

営業利益 1,968 

営業外収益 

受取利息 2 

受取配当金 28 

持分法による投資利益 59 

試作品売却益 10 

受取ロイヤリティー 7 

受取保険金 19 

その他 34 

営業外収益合計 162 

営業外費用 

支払利息 199 

その他 8 

営業外費用合計 208 

経常利益 1,922 

特別利益 

固定資産売却益 0 

ゴルフ会員権売却益 1 

特別利益合計 2 

特別損失 

固定資産除却損 122 

特別損失合計 122 

税金等調整前四半期純利益 1,802 

法人税、住民税及び事業税 844 

法人税等調整額 △121 

法人税等合計 723 

四半期純利益 1,079 
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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 1,802 

減価償却費 942 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △157 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △88 

受取利息及び受取配当金 △31 

支払利息 199 

持分法による投資損益（△は益） △59 

固定資産売却損益（△は益） △0 

固定資産除却損 122 

売上債権の増減額（△は増加） △2,780 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,642 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,029 

その他 510 

小計 △152 

利息及び配当金の受取額 35 

利息の支払額 △202 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △120 

営業活動によるキャッシュ・フロー △440 

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 △790 

有形固定資産の売却による収入 1 

無形固定資産の取得による支出 △20 

投資有価証券の取得による支出 △2 

貸付金の回収による収入 1 

その他 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △816 

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 43,400 

短期借入金の返済による支出 △44,500 

長期借入れによる収入 3,500 

長期借入金の返済による支出 △797 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △122 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,479 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223 

現金及び現金同等物の期首残高 657 

現金及び現金同等物の四半期末残高 881 
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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。 

  

【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) 

とうもろこし等の加工製品及びその二次加工製品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全

セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載はしてお

りません。 

  

【海外売上高】 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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「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 27,924 100.0

Ⅱ 売上原価 23,024 82.5

   売上総利益 4,900 17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,112 14.7

   営業利益 788 2.8

Ⅳ 営業外収益

  受取利息 2

  受取配当金 41

  試作品売却益 37

  受取ロイヤリティー 21

  受取保険金 10

  その他 31 144 0.5

Ⅴ 営業外費用

  支払利息 149

  持分法による投資損失 2

  その他 6 158 0.5

   経常利益 774 2.8

Ⅵ 特別利益

  固定資産売却益 0

  投資有価証券売却益 415 416 1.5

Ⅶ 特別損失

  固定資産除却損 16 16 0.1

   税金等調整前中間純利益 1,173 4.2

   法人税、住民税及び事業税 504

   法人税等調整額 △21 482 1.7

   中間純利益 691 2.5
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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

 税金等調整前中間純利益 1,173

  減価償却費 941

  退職給付引当金の減少額 △132

  役員退職慰労引当金の減少額 △4

  投資有価証券売却益 △415

  受取利息及び受取配当金 △43

  支払利息 149

  持分法による投資損失 2

  固定資産除却損 16

  売上債権の増加額 △1,611

  たな卸資産の増加額 △912

  仕入債務の増加額 531

  その他 △260

    小計 △565

  利息及び配当金の受取額 44

  利息の支払額 △146

  法人税等の還付額 410

   営業活動によるキャッシュ・フロー △257

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 △839

  無形固定資産の取得による支出 △29

  投資有価証券の取得による支出 △2

  投資有価証券の売却による収入 728

  貸付金の回収による収入 1

  その他 △11

   投資活動によるキャッシュ・フロー △152

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 12,250

  短期借入金の返済による支出 △12,150

  長期借入れによる収入 3,060

  長期借入金の返済による支出 △2,577

  自己株式の取得による支出 △0

  配当金の支払額 △123

  その他 0

   財務活動によるキャッシュ・フロー 458

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 48

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,640

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,688
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