
平成21年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ジャパンフーズ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 2599 URL http://www.japanfoods.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 本所 良太

問合せ先責任者 （役職名） 取締役ＣＦＯ （氏名） 中尾 喜明 TEL 0475-35-5834

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 23,350 ― 623 ― 634 ― 260 ―

20年3月期第3四半期 23,870 3.4 1,009 33.8 1,011 34.2 594 21.2

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3四半期 51.16 ―

20年3月期第3四半期 116.50 ―

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3四半期 13,030 5,575 42.8 1,093.31
20年3月期 13,127 5,420 41.3 1,062.87

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,575百万円 20年3月期  5,420百万円

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 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 25.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 30,280 0.7 760 △10.2 750 △28.7 390 △41.2 76.47

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  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。]  

(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（四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  5,100,000株 20年3月期  5,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  5,100,000株 20年3月期第3四半期  5,100,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年９月25日発表の通期業績予想を修正しておりません。上記の業績予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、経済情勢・市場の動向の
変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が公表した予想数値と異なることがありますことをご承知おきください。 
上記業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．当社は前事業年度まで当社子会社のジャパンジュースプロセッシング株式会社を連結決算の対象としておりましたが、同社がその主たる事業でありますBIB（Bag in 
Box）事業（業務用飲料の受託製造事業）を平成20年3月31日をもって当社に譲渡したことに伴い、同社の総資産並びに売上高・利益等を勘案して、当事業年度より同社 
を連結決算の対象から除外しました。したがいまして、当事業年度より、当社決算は当社単体のみの決算（非連結）になります。 
４．上記の通り、前事業年度までは、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度より連結会社から非連結会社になったため、上記の業績につきましては、前事業
年度の非連結の業績との比較となっております。  



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、金融危機に伴う世界的な景気減速、円高による輸出の減少、株価の

下落、個人消費の低迷等により、不況感が一層強まってきました。特に昨年９月のリーマンショック以降、国内景気

は急激に悪化し、企業の生産活動や雇用環境にも深刻な影響が出てきております。 

 また、事故米の不正転売や国産牛・地鶏・タケノコ・ウナギ等の食品偽装などの不祥事が後を絶たず、消費者の食

品に対する安全性や信頼性が大きく損なわれました。  

 清涼飲料業界におきましても、国内景気の減速に伴い８月以降、個人消費が急激に落ち込んだこともあり、業界全

体の販売数量は前期比1.0％減（民間調査機関調べ）と厳しい市場環境が続いております。 

 このような状況下におきましても当社は、積極的な受注活動を行うとともに、生産性の向上に努めた結果、上半期

の受託製造数量は製造ケース数で過去最高を記録しました。しかしながら、第３四半期に入り、景気減速に伴う在庫

調整等により受注が減少し、当第３四半期累計期間の受託製造数量は343,805キロリットル（前期比 1.0％減）、

35,868千ケース（前期比 0.1％減）となりました。 

 利益面では、比較的単価が高いペットボトル飲料の受注の減少、「食の安全・安心」対策強化による生産効率の低

下及び設備改造等の諸経費の増加等に加え、第１四半期にはたな卸資産廃棄損等の特別損失54百万円、また当第３四

半期には投資有価証券の減損処理による特別損失78百万円を計上したため、営業利益・経常利益・純利益とも大幅に

悪化しました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高は23,350百万円（前期比 2.2％減）、営業利益

は623百万円（前期比 38.3％減）、経常利益は634百万円（前期比 37.3％減）、四半期純利益は260百万円（前期

比 56.1％減）となりました。 

 なお、「前期比増減率」につきましては、前事業年度の第３四半期累計期間における非連結の業績との増減率を参

考として記載しております。  

  

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、売掛金等は増加しましたが、現金及び預金、有形固定資産等が減少したた

め、前事業年度末に比べ96百万円減少の13,030百万円となりました。一方負債につきましては、買掛金等が増加しま

したが、長期借入金や未払金等が減少したため、前事業年度末に比べ252百万円減少の7,454百万円となりました。ま

た純資産は、利益剰余金等の増加により、前事業年度末に比べ155百万円増加の5,575百万円となりました。 

 なお、上記「前事業年度末」の金額との比較は、平成20年3月31日現在における非連結の貸借対照表上の金額と比

較したものです。 

  

 平成21年３月期通期の業績予想につきましては、平成20年９月25日公表時から変更しておりません。 

  

（注）なお、上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、経済情勢・市場の変動等にかかわるリスクや不確定要

   因により実際の業績が公表した予想数値と異なることがありますことをご承知おきください。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 



  

 当第３四半期末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前四半期末に係る実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法としております。 

  

  

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 

（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、「四半期財務諸表等規 

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産については、先入先出法及び月別移動平均法による原価法によっておりましたが、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、先入先出法及び月別移動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。これによる損益に与える影響はありません。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期会計

期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 514,102 732,682

売掛金 4,770,188 4,410,877

製品 12,255 14,326

原材料 114,898 123,530

貯蔵品 125,466 92,922

その他 155,386 206,090

流動資産合計 5,692,297 5,580,428

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,099,068 6,058,449

減価償却累計額 △3,596,533 △3,443,105

建物（純額） 2,502,534 2,615,344

構築物 1,745,309 1,738,625

減価償却累計額 △1,218,854 △1,163,126

構築物（純額） 526,455 575,499

機械及び装置 16,903,863 16,129,676

減価償却累計額 △13,710,967 △12,988,688

機械及び装置（純額） 3,192,896 3,140,988

車両運搬具 43,619 43,929

減価償却累計額 △40,473 △39,541

車両運搬具（純額） 3,145 4,388

工具、器具及び備品 486,485 472,463

減価償却累計額 △403,535 △373,676

工具、器具及び備品（純額） 82,950 98,787

土地 464,590 464,590

建設仮勘定 20,210 14,042

有形固定資産合計 6,792,785 6,913,641

無形固定資産 134,584 169,513

投資その他の資産 411,092 464,126

固定資産合計 7,338,461 7,547,280

資産合計 13,030,759 13,127,709



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,636,831 3,052,027

1年内返済予定の長期借入金 684,850 658,100

未払金 915,000 1,215,454

未払法人税等 53,638 106,140

未払消費税等 35,847 13,344

賞与引当金 58,106 138,298

役員賞与引当金 － 27,147

その他 110,131 61,695

流動負債合計 5,494,406 5,272,208

固定負債   

長期借入金 1,938,300 2,412,700

その他 22,163 22,163

固定負債合計 1,960,463 2,434,863

負債合計 7,454,869 7,707,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,800 628,800

資本剰余金 272,400 272,400

利益剰余金 4,671,709 4,538,290

株主資本合計 5,572,909 5,439,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,980 △18,852

評価・換算差額等合計 2,980 △18,852

純資産合計 5,575,890 5,420,637

負債純資産合計 13,030,759 13,127,709



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,350,532

売上原価 21,514,085

売上総利益 1,836,446

販売費及び一般管理費 1,212,880

営業利益 623,566

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 2,489

受取手数料 13,069

受取保険金 16,877

受取補償金 2,046

その他 12,761

営業外収益合計 47,248

営業外費用  

支払利息 27,179

その他 8,799

営業外費用合計 35,979

経常利益 634,835

特別損失  

固定資産除却損 86

たな卸資産廃棄損 29,703

製品廃棄負担金 25,285

投資有価証券評価損 78,891

特別損失合計 133,967

税引前四半期純利益 500,868

法人税、住民税及び事業税 184,000

法人税等調整額 55,949

法人税等合計 239,949

四半期純利益 260,919



 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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高      23,870,091

Ⅱ 売上原価    21,649,257

売上総利益     2,220,833

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,210,983

営業利益       1,009,849

Ⅳ 営業外収益       56,962

Ⅴ 営業外費用     55,162

経常利益       1,011,649

Ⅵ 特別利益     1,000

Ⅶ 特別損失      5,601

税引前四半期純利益      1,007,047

法人税、住民税及び事業税   354,000

法人税等調整額     58,888

四半期純利益     594,159
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