
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 理研ビタミン株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4526 URL http://www.rikenvitamin.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 堺 美保

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役経営企画部長 （氏名） 山下 隆 TEL 03-5275-5111

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 61,223 ― 2,730 ― 2,732 ― 1,564 ―

20年3月期第3四半期 61,486 △1.0 2,984 △1.2 3,164 3.9 1,974 △12.1

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 66.25 ―

20年3月期第3四半期 83.64 ―

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 86,691 57,213 65.5 2,406.34
20年3月期 86,507 58,556 67.1 2,459.29

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  56,809百万円 20年3月期  58,062百万円

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 ― 16.50 ― 16.50 33.00
21年3月期 ― 16.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 16.50 33.00

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  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 79,000 △2.3 2,800 △22.4 2,800 △26.5 1,600 △29.2 67.77

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 
(1)平成20年10月28日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
(2)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等については、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。 
(3)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3四半期  23,652,550株 20年3月期  23,652,550株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  44,167株 20年3月期  43,186株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  23,608,772株 20年3月期第3四半期  23,609,637株

-1-



  

当第３四半期累計期間（平成20年４月から12月）におけるわが国経済は、米国発の金融危機が世界各国の実体経

済へと波及した結果、円高・株安の進行に伴う企業収益の大幅な減少や雇用情勢の急激な悪化を引き起こし、景気

後退が鮮明となってきております。 

そのような状況下、当社グループは年初から食料品全般に広がった大規模な原材料価格の高騰に対応するため、

取り扱い品目の市場環境及び販売形態に見合った販売価格の値上げを実施してまいりました。第３四半期会計期間

（平成20年10月から12月）に入りますと値上げ効果の浸透と原材料価格の落ち着きにより利益率は若干上昇しまし

たが、国内外の景況悪化と為替の円高進行の影響を受け、売上高は前年同期比0.4％減の612億23百万円と前年を下

回りました。利益面では、効率的な事業活動の推進によって製造経費・販売経費双方の支出を抑制しましたが、営

業利益は前年同期比 8.5％減の27億30百万円、経常利益は前年同期比13.7％減の27億32百万円と共に前年を下回り

ました。四半期純利益は前年同期比20.8％減の15億64百万円となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

セグメント別の概況は次のとおりです。 

（食品事業部門） 

「家庭用食品」「業務用食品」では、輸出食品による健康被害を端緒として年初に実施された中国での輸出検査

強化と日本国内における中国製品の買い控えなどの影響から、中国産わかめの売上が減少いたしました。また「加

工食品用原料」では、「水産加工品」の販売形態の変更、「餡（あん）製品」の取り扱い品目の絞込みといった収

益体質の強化に伴う見直しを行った結果、売上が減少いたしました。一方「食品用改良剤」につきましては、値上

げ活動を実施するなかで、重点品目の育成と拡販の強化を継続実施した結果、国内・海外市場ともに売上が前年を

上回りましたが、第３四半期会計期間（平成20年10月から12月）でみますと海外市場は急激な景気後退により売上

が減少に転じております。 

（化成品事業部門） 

国内・海外市場ともに売上は前年を上回りましたが、国内市場では、好調であったデジタル家電業界向け及び

自動車部品業界向けの動きが鈍化し、また海外市場では、第３四半期会計期間（平成20年10月から12月）の売上

が「食品用改良剤」と同様に急激な景気後退により減少に転じております。 

（ビタミン・その他事業部門） 

ビタミン類は、医薬向け・食品向け共に堅調に推移した結果、売上が前年を上回りました。 

  

  

当第３四半期末の総資産は866億91百万円となり、前期末に比べ1億84百万円増加いたしました。減価償却の進行

により有形固定資産が減少、また保有株式の株価低下により投資有価証券が減少しましたが、現金及び預金、受取

手形及び売掛金、たな卸資産などが増加いたしました。 

負債は 294億78百万円となり、前期末に比べ15億27百万円増加いたしました。保有株式の時価評価に伴い繰延税

金負債が減少、また長期借入金が返済により減少しましたが、当第３四半期末日が金融機関の休日であった影響か

ら支払手形及び買掛金が増加いたしました。 

純資産は 572億13百万円となり、前期末に比べ13億43百万円減少いたしました。利益剰余金が四半期純利益の計

上により増加しましたが、保有株式の株価低下及び為替の円高進行により評価・換算差額等が減少したことによる

ものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、前年同期に比べ12億39百万円増加し39億37百万円となりました。 

主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が減少しましたが、前期末日が金融機関の休日であった影響

から仕入債務の増加額が前年を上回ったことなど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、設備投資の実施、投資有価証券の取得などにより、20億33百万円の支出

となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払、長期借入金の返済を行い、短期借入が増加した結果、7億

13百万円の支出となりました。 

以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は111億2百万円となりました。 

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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今後の見通しにつきまして、金融危機を端緒とした各国の景気後退の深刻化は世界同時不況とも呼べる状況であ

り、わが国経済においても、企業収益のさらなる悪化とそれに伴う雇用調整を背景に個人消費は一段と冷え込み、

マイナス成長で推移することが予想されます。 

このような状況下で当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案した結果、個人消費の減少に伴う一般

家庭向け家庭用食品及び外食産業向け業務用食品の需要減、取引先業界の景況悪化を背景とした食品用改良剤及び

化成品改良剤の苦戦が見込まれることから、平成20年10月28日に公表いたしました平成21年３月期の業績予想を修

正しております。 

詳細につきましては、本日開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

該当事項はありません。 

   

  

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

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）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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ39

百万円減少しております。 

  

③「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」の適用 

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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、当該変更による損益への影響は軽微であります。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,577 9,567

受取手形及び売掛金 20,765 18,951

有価証券 811 809

商品及び製品 6,041 4,932

仕掛品 3,249 3,000

原材料及び貯蔵品 4,882 5,207

その他 1,965 2,014

貸倒引当金 △14 △12

流動資産合計 48,278 44,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,847 11,698

機械装置及び運搬具（純額） 9,493 9,851

その他（純額） 3,793 6,040

有形固定資産合計 25,135 27,589

無形固定資産 916 1,037

投資その他の資産   

投資有価証券 10,632 11,623

その他 1,737 1,795

貸倒引当金 △8 △10

投資その他の資産合計 12,360 13,409

固定資産合計 38,413 42,036

資産合計 86,691 86,507

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,476 8,746

短期借入金 6,713 6,717

未払法人税等 600 525

引当金 217 792

その他 5,512 4,943

流動負債合計 24,519 21,725

固定負債   

長期借入金 1,305 1,865

引当金 748 798

その他 2,903 3,561

固定負債合計 4,958 6,224

負債合計 29,478 27,950
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,537 2,537

資本剰余金 2,466 2,466

利益剰余金 49,722 48,767

自己株式 △66 △63

株主資本合計 54,660 53,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,849 3,932

繰延ヘッジ損益 △98 54

為替換算調整勘定 △602 367

評価・換算差額等合計 2,149 4,354

少数株主持分 403 494

純資産合計 57,213 58,556

負債純資産合計 86,691 86,507
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 61,223

売上原価 43,833

売上総利益 17,389

販売費及び一般管理費 14,659

営業利益 2,730

営業外収益  

受取利息 65

受取配当金 278

その他 89

営業外収益合計 432

営業外費用  

支払利息 347

その他 83

営業外費用合計 431

経常利益 2,732

特別利益  

固定資産売却益 70

特別利益合計 70

特別損失  

固定資産除却損 45

投資有価証券評価損 118

その他 0

特別損失合計 164

税金等調整前四半期純利益 2,638

法人税等 1,093

少数株主損失（△） △18

四半期純利益 1,564
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 2,638

減価償却費 2,740

固定資産除却損 45

投資有価証券評価損益（△は益） 118

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △577

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49

受取利息及び受取配当金 △343

支払利息 347

為替差損益（△は益） △86

有形固定資産売却損益（△は益） △70

売上債権の増減額（△は増加） △1,928

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,328

仕入債務の増減額（△は減少） 2,830

その他 553

小計 4,887

利息及び配当金の受取額 339

利息の支払額 △290

法人税等の支払額 △999

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,937

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 △1,167

有形固定資産の売却による収入 86

無形固定資産の取得による支出 △17

投資有価証券の取得による支出 △1,454

投資有価証券の償還による収入 505

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 8

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,033

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） 324

長期借入金の返済による支出 △262

配当金の支払額 △770

少数株主への配当金の支払額 △1

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 988

現金及び現金同等物の期首残高 10,081

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 31

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,102
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

 食品 

 事業  

 (百万円) 

 化成品 

事業  

 (百万円) 

 ビタミン・ 

その他事業 

(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     51,082  5,279  4,861  61,223  －   61,223 

   (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高  
－  －  －  －  (－)   － 

  計 51,082  5,279  4,861  61,223  －   61,223 

 営業利益 2,157  238  334  2,730  (－)   2,730 

【所在地別セグメント情報】 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（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  51,093  7,339  2,789  61,223  －  61,223

  (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高  
 764  3,988  309  5,062  (5,062)  －

 計  51,857  11,328  3,099  66,286  (5,062)  61,223

営業利益  2,284  322  136  2,744  (13)  2,730

【海外売上高】 

  欧米 アジアその他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,119  4,440  9,559

Ⅱ 連結売上高（百万円）  61,223

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 8.4  7.2  15.6

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

                           （単位：百万円） 

  

  

科目 
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

Ⅰ 売上高  61,486

Ⅱ 売上原価  43,306

売上総利益  18,180

Ⅲ 販売費及び一般管理費  15,195

営業利益  2,984

Ⅳ 営業外収益      

 受取利息・配当金  329

 その他  310

 営業外収益合計  639

Ⅴ 営業外費用      

 支払利息  371

 その他  88

 営業外費用合計  459

 経常利益  3,164

Ⅵ 特別利益      

 投資有価証券売却益  104

 その他  13

特別利益合計   117

Ⅶ 特別損失      

 固定資産除却損  74

 投資有価証券売却損  94

 その他  13

 特別損失合計  182

 税金等調整前四半期純利益  3,100

 税金費用  1,124

 少数株主利益  1

 四半期純利益  1,974
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                   （単位：百万円) 

区分  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

Ⅰ 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  3,100

 減価償却費  2,998

 固定資産除却損  74

 貸倒引当金の増減額 △13

 賞与引当金の増減額 △604

 役員賞与引当金の増減額     △3

 退職給付引当金の増減額 △206

 受取利息及び受取配当金 △329

 支払利息  371

 為替差損益 △265

 投資有価証券売却益 △104

 投資有価証券売却損  94

 売上債権の増減額 △1,572

 たな卸資産の増減額 △960

 仕入債務の増減額  1,117

 その他  74

小計  3,771

 利息及び配当金の受取額  330

 利息の支払額 △362

 法人税等の支払額 △1,040

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,697

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 △4,250

 有形固定資産の売却による収入  2

 無形固定資産の取得による支出 △107

 投資有価証券の取得による支出 △114

 投資有価証券の売却による収入  806

 貸付けによる支出 △1

 貸付金の回収による収入  7

 その他  6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,651

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増加又は減少 △256

 長期借入による収入  893

 長期借入金の返済による支出 △753

 配当金の支払額 △768

 少数株主への配当金の支払額 △5

 その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △891

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  19

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,826

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  10,334

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  614

Ⅷ 現金及び現金同等物四半期末残高  9,122
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 前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）                      (単位：百万円) 

 前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）                     (単位：百万円) 

  

（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  
 食品 

  事業  

 化成品 

事業 

 ビタミン・ 

その他事業 
 計   

 消去又は 

全社 
 連結 

 売上高及び営業損益                  

  売上高                  

  (1)外部顧客に対する売上高     52,041  4,915  4,529  61,486  －  61,486 

  (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高  
－  －  －  －  (－)  － 

   計 52,041  4,915  4,529  61,486  －  61,486 

 営業費用 49,886  4,569  4,045  58,501  (－)  58,501 

 営業利益 2,154  346  483  2,984  (－)  2,984 

【所在地別セグメント情報】 

  日本 アジア その他 計
消去又は 
全社 

連結

売上高及び営業損益                                     

売上高                                    

 (1)外部顧客に対する売上高  50,983  8,232  2,270  61,486  －  61,486

 (2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高  
 830  3,835  599  5,265  (5,265)  －

 計  51,813  12,068  2,869  66,751  (5,265)  61,486

営業費用   49,469  11,526  2,622  63,618  (5,116)  58,501

営業利益  2,344  541  247  3,133  (148)  2,984

【海外売上高】 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）           (単位：百万円) 

  

  欧米 アジアその他 計

Ⅰ 海外売上高  5,645  3,968  9,614

Ⅱ 連結売上高  61,486

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.2  6.4  15.6
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  （単位：百万円）

  

    （注）食品事業セグメントの各事業内容は次のとおりであります。 
      家庭用食品   ・・・ 一般家庭向け加工食品 
      業務用食品   ・・・ 業務用市場向け加工食品 
         加工食品用原料 ・・・ 食品業界・大口需要家向け加工食品用原料・素材  
         食品用改良剤  ・・・ 食品業界向け食品用改良剤  
  
  

６．販売の状況 

  

 前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年 4月 1日 

  至 平成19年12月31日)  

 当第３四半期連結累計期間 

 (自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年12月31日) 

増  減 

 区分  金額  構成比 金額  構成比  金額  前年同期比

       ％       ％       ％ 

 食品事業 52,041   84.6  51,082  83.4  △959  △1.8 

家庭用食品  13,839  22.5  13,451  22.0  △387  △2.8 

業務用食品  8,933  14.5  8,669  14.1  △263  △2.9 

加工食品用原料  14,341  23.3  12,836  21.0  △1,504  △10.5 

食品用改良剤  14,927  24.3  16,123  26.3  1,196  8.0 

 化成品事業 4,915  8.0  5,279  8.6  364  7.4 

 ビタミン・その他事業 4,529  7.4  4,861  8.0  331  7.3 

ビタミン事業  3,480  5.7  3,795  6.2  315  9.1 

電子精密部品他  1,048  1.7  1,065  1.8  16  1.6 

 合 計 61,486  100.0  61,223  100.0  △263  △0.4 
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