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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 7,833 ― 323 ― 325 ― 184 ―

20年3月期第3四半期 6,589 △2.3 197 1.5 195 2.8 108 △29.6

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3四半期 15.10 ―

20年3月期第3四半期 8.89 ―

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 6,621 3,094 46.7 253.47
20年3月期 5,814 2,979 51.2 243.99

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,094百万円 20年3月期  2,979百万円

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  

  平成21年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当4円00銭 記念配当2円00銭  

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 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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 9,500 6.3 300 34.7 290 30.8 160 31.7 13.10

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．その他をご参照ください。  

(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、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(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  12,222,080株 20年3月期  12,222,080株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  12,033株 20年3月期  10,040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  12,211,206株 20年3月期第3四半期  12,212,547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．本資料に記載されている業績見直し等の将来に関する記述は、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、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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融不安の影響が実体
経済にも強く反映し、株式・為替市場が大きく変動する中、企業収益の悪化により雇用情勢にも急
速に厳しさが増す状況となり、景気の先行きは当面の深刻化が懸念される状況で推移しております。 

  こうした経済環境のなかで当社は、化成品における自社業務品の拡充、工場におけるコスト競争
力・購買力及び生産技術力の強化などの経営基盤の安定・強化に取組んでまいりました。 

  当第３四半期累計期間における業績は、売上高は、販売数量の増加及び油脂部門において原料価
格に対応した販売価格の改定を行ったことなどにより増加し、78 億３千３百万円（前年同期比
118.9%）となりました。 

  利益面では、売上高の増加及び原価率低減の取組みなどにより、営業利益は３億２千３百万円（前
年同期比 164.3%）、経常利益は３億２千５百万円（前年同期比 166.8%）、第３四半期累計純利益１億
８千４百万円（前年同期比 169.9%）となりました。 

 
  各部門の概況は次のとおりであります。 
 
（油脂部門） 

当社の油脂事業は、精製受託、業務用斗缶販売、小瓶充填、小ロット精製から構成されています。 
  精製受託は、油価上昇と景気低迷により国内在庫量が上昇した影響で処理量は前年を下回り、コ

ーン油及び菜種油の精製受託量は前年同期を下回りました。 
  業務用斗缶販売は、当社の主力である大豆油斗缶に加えてパーム調合油の販売が増加し、前年同
期を大きく上回りました。 

  小瓶充填は、ギフト期の受託分が不調で、高付加価値油の需要が低迷したことから、前年同期を
下回りました。 

  小ロット精製は、固定的な小ロット精製受託とパイロットプラントの役目や、小瓶充填受託との
一貫処理をおこない、一定の稼働率を保ちました。 

  以上の結果、油脂部門の売上高は 41 億９千２百万円で前年同期比 120.7%となりました。 
 
（化成品部門） 

当社の化成品事業は自社業務品、ＯＥＭ及び業務提携先ＯＥＭから構成されています。 
自社業務品は、外食店、食品加工工場を中心に中性洗剤、厨房機器用の洗浄剤、殺菌剤の拡販に

努めております。第２四半期累計期間はアルコール製剤の拡販、厨房機器用洗剤での新規顧客の獲
得などにより売上高で前年同期比 108.3％と好調に推移いたしました。しかし、第３四半期会計期間
は、秋以降の急激な景気後退の影響及び原材料価格の高騰などにより売上高・利益ともにその成長
にブレーキがかかりました。この結果、売上高は前年同期比 106.3％となりました。 
ＯＥＭは、美容サロン向けヘアケア製品の新規受託や通販向け化粧水の受託が好調に推移いたし

ました。また、自動車整備工場向けの車内洗浄セットの新規開拓も行いましたが、住居用洗剤・衣
料用洗剤の既存製品の売上は依然として厳しい状況が続いております。この結果、売上高は前年同
期比 105.6％となりました。 
業務提携先ＯＥＭは引き続き、家庭用、業務用粉末自動洗浄機用洗剤は好調に受託し、液体洗剤

においても濃縮品、アルカリ剤ともに堅調に推移いたしました。この結果、売上高は前年同期比
124.6％となりました。 
以上の結果、化成品部門の売上は 32 億８千８百万円で前年同期比 117.0％となりました。 

 
（その他） 
  その他については、物流業務における流通加工業務が前年同期比 122.4％となりました。 
  以上の結果、その他の売上高は３億５千２百万円で前年同期比 115.5％となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 
   当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ８億７百万円増加し 66 億２千１百万

円となりました。売掛金・棚卸資産などが増加し流動資産は８億２千９百万円増加となりました
が、固定資産についてはリース資産の計上はありましたが投資有価証券の時価評価額の減少など
により２千２百万円の減少となりました。また、買掛金などが増加し、負債合計は６億９千２百
万円増加し 35 億２千６百万円となりました。一方純資産につきましては、繰越利益剰余金の増加
などにより１億１千５百万円増加し 30 億９千４百万円となりました。 
 

②キャッシュ・フローの状況 
   当第３四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ･フローは、売上債権・棚卸資産の増加及び

法人税等の支払などがありましたが、税引前当期純利益の増加などにより、１億４千９百万円の
収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ･フローは固定資産の取得による支出などに
より６千７百万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、配当金の支払など
により５百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の第３四半期会計期間末残
高は前事業年度末に比べ、７千６百万円増加し、１億１千２百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

   当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融不安の影響が実
体経済にも強く反映し、企業収益の悪化により雇用情勢にも急速に厳しさが増す状況となり、景
気の先行きは当面の深刻化が懸念される状況が引き続き予想されます。 
当社の業績は順調に推移しておりますが、急激な景気後退の影響が懸念されることや、原料価

格の下落がコストに本格的に反映されるのは翌期以降になることなどを勘案し、通期の業績予想
につきましては、当初の計画を変更しておりません。 

 

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 

・簡便な会計処理 

①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。 
 

②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、当事業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。 
 

 ③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。 
   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 
 ・四半期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。 

 

(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 

   「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）を当第１四半期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
性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

   なお、この変更に伴う当第３四半期累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 
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 ③リース取引に関する会計基準等の適用 
   「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 終改正平成 19

年３月 30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成６年１月 18日 終改正平成 19年３月 30日 企業会計基準適用指針第 16号）
を当第１四半期会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
に変更し、リース資産として計上しております。 

   また、リース資産の減価償却の計算方法については、リース期間を耐用年数として、残存価額
をゼロ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、期首に前事業年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリ
ース資産を計上する方法によっております。 

   これによる、当第３四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 
   また、従来、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に含めておりました、所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引に係るリース料の支払いについては「リース債務の返済による支出」と
して財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載しております。 

   この変更により、当第３四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは 32 百万円増加
し、財務活動によるキャッシュ・フローは同額減少しております。 

 
 
（追加情報） 

   従来、機械及び装置の耐用年数を７年～12 年としておりましたが、平成 20 年度法人税法の改正
に伴い、当第１四半期会計期間より８年～10 年に変更しております。 

   なお、この変更に伴う当第３四半期累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 
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５.  四半期財務諸表 
(1)  四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 111 35

受取手形及び売掛金 2,440 1,744

有価証券 0 0

商品及び製品 180 168

原材料及び貯蔵品 142 119

その他 89 67

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 2,964 2,134

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 901 939

機械及び装置（純額） 317 368

土地 1,919 1,919

その他（純額） 193 145

有形固定資産合計 3,330 3,372

無形固定資産 36 20

投資その他の資産 289 286

固定資産合計 3,656 3,679

資産合計 6,621 5,814

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,594 1,179

短期借入金 518 176

1年内返済予定の長期借入金 60 320

未払金 711 591

未払法人税等 88 126

未払消費税等 31 10

引当金 27 51

その他 60 21

流動負債合計 3,091 2,477

固定負債   

退職給付引当金 317 281

役員退職慰労引当金 74 63

その他 43 12

固定負債合計 435 357

負債合計 3,526 2,834
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299 1,299

資本剰余金 1,165 1,165

利益剰余金 638 502

自己株式 △4 △3

株主資本合計 3,098 2,963

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 16

評価・換算差額等合計 △3 16

純資産合計 3,094 2,979

負債純資産合計 6,621 5,814
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(2) 四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 7,833

売上原価 6,847

売上総利益 986

販売費及び一般管理費 662

営業利益 323

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

仕入割引 3

その他 2

営業外収益合計 8

営業外費用  

支払利息 5

その他 0

営業外費用合計 6

経常利益 325

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税引前四半期純利益 325

法人税、住民税及び事業税 148

法人税等調整額 △6

法人税等合計 141

四半期純利益 184
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(3)  四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 325

減価償却費 162

引当金の増減額（△は減少） 21

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 5

売上債権の増減額（△は増加） △696

たな卸資産の増減額（△は増加） △34

仕入債務の増減額（△は減少） 415

その他 132

小計 329

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △178

営業活動によるキャッシュ・フロー 149

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 △45

無形固定資産の取得による支出 △18

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △67

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） 341

長期借入金の返済による支出 △265

リース債務の返済による支出 △32

配当金の支払額 △49

自己株式の増減額（△は増加） △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76

現金及び現金同等物の期首残高 36

現金及び現金同等物の四半期末残高 112
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 　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。

(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) 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)　(要約)四半期損益計算書

前第３四半期累計期間 (自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

科　　目

前第３四半期累計期間
（平成20年3月期

第3四半期）

金額 (百万円)

Ⅰ 売 上 高 6,589

Ⅱ 売 上 原 価 5,778

売 上 総 利 益 810

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 613

営 業 利 益 197

Ⅳ 営 業 外 収 益 6

Ⅴ 営 業 外 費 用 8

経 常 利 益 195

Ⅵ 特 別 －利 益

Ⅶ 特 別 －損 失

税 引 前 四 半 期 純 利 益 195

法 人 税 等 86

四 半 期 純 利 益 108
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　　(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 (自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

前第３四半期累計期間
（平成20年3月期

第3四半期）

区　分 金額(百万円)

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 195

減価償却費 147

引当金の増減額（△は減少） 18

受取利息及び受取配当金 △ 2

支払利息 8

売上債権の増減額（△は増加） △ 80

たな卸資産の増減額(△は増加) △ 101

仕入債務の増減額(△は減少) 183

その他 32

　　　小 　  計 400

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △ 7

法人税等の支払額 △ 17

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 378

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 △ 6

無形固定資産の取得による支出 △ 1

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増加額（△は純減少） △ 253

長期借入金の返済による支出 △ 65

自己株式の取得と売却の収支差額 △ 0

配当金の支払額 △ 48

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 367

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 31

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高 34
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６.その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(１) 生産実績

     当第３四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 生産数量(屯) 前年同期比(％)

油脂 8,767 78.8

化成品 16,260 109.9

(２) 受注実績

　　 当社は、受注生産を行っておりません。

(３) 販売実績

     当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％)

油脂 4,192 120.7

化成品 3,288 117.0

その他 352 115.5

合計 7,833 118.9

　(注)　１　販売実績は純売上高であります。

　 　　　２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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