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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 11,064 ― 515 ― 535 ― 318 ―
20年3月期第3四半期 10,923 1.7 855 26.8 901 33.8 539 25.9

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 98.81 ―
20年3月期第3四半期 167.12 ―

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 8,098 6,161 76.1 1,909.11
20年3月期 8,155 5,925 72.7 1,835.12

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,161百万円 20年3月期  5,925百万円

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 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 25.00 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  有   

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 14,500 1.1 750 △33.3 750 △36.5 450 △36.2 139.40

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  無  

(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 有

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  3,230,000株 20年3月期  3,230,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,797株 20年3月期  1,000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  3,228,355株 20年3月期第3四半期  3,229,000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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記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参照してください。 
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。  



 当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、アメリカから始まった金融危機が全世界に広がり、輸出は海

外経済の一段の減速や円高を背景に大幅に減少しています。また、国内においても、設備投資の減少および個人

消費が雇用不安を背景にさらに減少しています。  

 食品業界におきましても、原材料高の影響を受け依然として厳しい状況が続いております。  

 このような状況の中で、当社は引き続き製造コストの削減、合理化、省力化に努めてまいりました。また、

「安全で安心な食品を安定してお客様に提供する。また、地球環境にやさしい事業活動を推進する。」ことを基

本方針に、品質管理の強化、地球環境問題への取り組みを積極的に行ってまいりました。  

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期比1.3％増加の11,064,289千円となりました。 

 利益面につきましては、原材料の歩留まり向上や合理化、省力化を図り業績向上に努めましたが、原油高によ

る動力費の増加や原材料の高騰及び法人税法改正に伴う製造設備の耐用年数の見直しによる減価償却費の増加な

どの製造経費の増加があったために、営業利益は前年同期比39.8％減少の515,369千円、経常利益は前年同期比

40.6％減少の535,595千円、また、四半期純利益は前年同期比40.9％減少の318,993千円となりました。なお、前

年同期比は参考として記載しております。  

 部門別業績の概況は次のとおりであります。  

［即席麺部門］ 

 丼型カップ麺の受注が増加したものの、袋麺の受注が減少したことにより、売上高は前年同期比3.7％減の   

5,734,205千円となりました。 

［米飯部門］ 

 トレー入りレトルト包装米飯及び無菌包装米飯の受注が順調に推移し、売上高は前年同期比9.7％増の

4,947,130千円となりました。 

［その他］ 

 ＯＥＭの流動食の受注は増加しましたが、ＦＤ（フリーズドライ）カップスープ製品については製造が平成19

年11月を以て終了したことにより、売上高は前年同期比16.8％減の382,953千円となりました。 

  

 当第３四半期会計期間末における総資産は8,098,628千円となり、前期末に比べ56,696千円の減少となりまし

た。これは主に関係会社短期貸付金の増加などによる流動資産の増加がみられたものの、減価償却費の計上によ

る固定資産の減少があったことによるものであります。負債につきましては、1,937,546千円となり前期末に比べ

292,173千円の減少となりました。これは主に、法人税等の支払いによる流動負債の減少によるものであります。

  純資産につきましては、四半期純利益318,993千円を計上したことにより6,161,082千円となり、前期末に比べ

235,477千円の増加となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、前期末残高103,334

千円に比べて801千円増加し、当第３四半期会計期間末残高104,136千円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、603,294千円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利

益の計上や減価償却費の計上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」は、519,109千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出や関係会社短期貸付金への支出があったこと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」は、83,383千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払いによ

るものであります。 

   平成21年３月期の業績予想につきましては、本日（平成21年１月30日）発表の「平成21年３月期通期業績予想の

修正について」に記載し、変更しております。 

【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 



 該当事項はありません。  

  

  

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更   

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

したが、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、主として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。  

 これにより、当第３四半期累計期間における営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ520

千円減少しております。  

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ようになったことに伴い、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、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。 

 この変更による当第３四半期累計期間における営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

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 104,136 103,334

売掛金 1,527,796 1,474,819

製品 43,029 108,923

仕掛品 9,032 7,805

原材料及び貯蔵品 142,958 159,507

関係会社短期貸付金 1,236,437 881,964

その他 82,575 65,708

流動資産合計 3,145,967 2,802,065

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,544,778 1,588,162

機械及び装置（純額） 2,545,620 2,926,606

その他（純額） 639,535 619,826

有形固定資産合計 4,729,935 5,134,595

無形固定資産 911 1,023

投資その他の資産 221,814 217,639

固定資産合計 4,952,661 5,353,258

資産合計 8,098,628 8,155,324

負債の部   

流動負債   

買掛金 997,231 939,499

未払法人税等 － 273,147

役員賞与引当金 8,250 11,970

その他 390,944 469,076

流動負債合計 1,396,425 1,693,693

固定負債   

退職給付引当金 536,180 529,286

役員退職慰労引当金 4,940 6,740

固定負債合計 541,120 536,026

負債合計 1,937,546 2,229,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 222,700 222,700

資本剰余金 213,620 213,620

利益剰余金 5,727,785 5,489,516

自己株式 △3,454 △722

株主資本合計 6,160,650 5,925,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 431 490

評価・換算差額等合計 431 490

純資産合計 6,161,082 5,925,604

負債純資産合計 8,098,628 8,155,324



（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 11,064,289

売上原価 10,321,202

売上総利益 743,086

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 51,907

役員賞与引当金繰入額 8,250

退職給付費用 7,776

役員退職慰労引当金繰入額 2,450

その他 157,333

販売費及び一般管理費合計 227,717

営業利益 515,369

営業外収益  

受取利息 9,881

受取配当金 676

雑収入 9,668

営業外収益合計 20,226

経常利益 535,595

特別損失  

固定資産除却損 9,034

特別損失合計 9,034

税引前四半期純利益 526,560

法人税、住民税及び事業税 180,385

法人税等調整額 27,181

法人税等合計 207,567

四半期純利益 318,993



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 526,560

減価償却費 582,642

受取利息及び受取配当金 △10,558

固定資産除却損 9,034

売上債権の増減額（△は増加） △52,976

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,217

仕入債務の増減額（△は減少） 57,731

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,720

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,894

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,800

未払消費税等の増減額（△は減少） △134,726

その他の資産の増減額（△は増加） △16,508

その他の負債の増減額（△は減少） 33,321

小計 1,077,114

利息及び配当金の受取額 10,558

法人税等の支払額 △484,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 603,294

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 △163,706

短期貸付金の増減額（△は増加） △355,403

投資活動によるキャッシュ・フロー △519,109

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △2,732

配当金の支払額 △80,650

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 801

現金及び現金同等物の期首残高 103,334

現金及び現金同等物の四半期末残高 104,136



 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。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」 

前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～平成19年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  10,923,225

Ⅱ 売上原価  9,844,298

売上総利益  1,078,927

Ⅲ 販売費及び一般管理費  222,945

営業利益  855,981

Ⅳ 営業外収益  48,589

Ⅴ 営業外費用  2,847

経常利益  901,723

Ⅵ 特別損失  12,658

税引前四半期純利益  889,064

法人税、住民税及び事業税  308,075

法人税等調整額  41,343

四半期純利益  539,646



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）  

  

  
  

前年同四半期
（平成20年３月期 
 第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  889,064

減価償却費  517,399

受取利息及び受取配当金  △37,329

支払利息   1,013

固定資産除売却損   12,658

売上債権の増加額  △269,751

たな卸資産の減少額   17,256

仕入債務の増加額   146,838

役員賞与引当金の減少額  △3,950

退職給付引当金の減少額  △42,809

役員退職慰労引当金の増加額   2,992

未払消費税等の増加額  114,611

その他の流動資産の減少額   94,215

その他の流動負債の減少額  △10,439

小計  1,431,771

利息及び配当金の受取額   37,329

利息の支払額  △1,013

法人税等の支払額  △352,398

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,115,688

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  △80,081

有形固定資産の売却による収入   8,784

ＣＭＳ預け金の純増減額  △456,213

投資活動によるキャッシュ・フロー △527,510

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

関係会社短期借入金の純増減額  △531,180

配当金の支払額  △57,916

財務活動によるキャッシュ・フロー △589,096

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △919

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,113

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,194
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