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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 95,102 ― 4,175 ― 3,878 ― 2,190 ―
20年3月期第3四半期 93,321 3.9 3,797 △4.0 3,556 △4.1 2,133 6.4

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 62.92 ―
20年3月期第3四半期 61.25 ―

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 96,943 24,292 25.0 696.43
20年3月期 94,511 23,564 24.9 675.10

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,239百万円 20年3月期  23,515百万円

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

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 121,500 1.9 4,200 10.6 3,650 3.5 2,030 9.3 58.33

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31日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、発表日現在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測数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項につきましては、２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
性的情報をご参照ください。 
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 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  34,885,585株 20年3月期  34,885,585株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  80,620株 20年3月期  52,505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  34,807,801株 20年3月期第3四半期  34,835,309株
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 【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

気は急速に悪化しはじめました。

ました。

め細かな営業活動を推進してまいりました。

①スパイス＆ハーブ関連部門

くのカレー」や業務用カレーなどのレトルト製品を中心に売上を伸ばしました。

万円（前年同期比101.6％）となりました。

②その他の加工食品部門他

103.9％）となりました。

　

益は前年同期比56百万円増の21億90百万円（同102.7％）となりました。

ます。

２．連結財政状態に関する定性的情報

ったものの、仕入債務の増加17億14百万円があったことによるものであります。

なりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

更を行っておりません。

の増加17億82百万円があったことによるものであります。この結果、自己資本比率は25.0％と

加15億37百万円などがあったことによるものであります。

りました。これは主に、借入金の借入・返済及び社債の償還による差引25億２百万円の減少があ

た。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少10億18百万円があったものの、利益剰余金

負債につきましては、前連結会計年度末と比較して17億３百万円増加し、726億50百万円とな

円（同101.9％）となりました。営業利益は前年同期比３億77百万円増の41億75百万円（同
110.0％）、経常利益は前年同期比３億22百万円増の38億78百万円（同109.1％）、四半期純利

ンスタント食品その他は、新製品の「デミグラスチーズカレー」をはじめ、既存品の「なっと

セット米飯とともに「十八穀ごはんの素」などの「穀物充実」シリーズがご好評を得て売上
を伸ばしました。また、調理済食品につきましても、前年同期実績を上回りましたことから、

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比17億81百万円増の951億２百万

前年同期実績に及びませんでした。また、香辛調味料におきましても､｢ＭＡＩＬＬＥ（マイ

たしました。即席では、「王室料理人の地中海カレー」とともに新製品の「カレーハーフゴー

その他の加工食品部門他の売上高は、前年同期比５億42百万円増の146億23百万円（同

現場での作業品質の向上を進めるなど、安全・安心を支える体制の一層の強化に努めてまいり

以上の結果、スパイス＆ハーブ関連部門の売上高は､前年同期比12億38百万円増の804億79百

ました。また、販売面におきましては、お客様の視点での売場提案やメニュー提案を行い、き

スパイス＆ハーブにおきましては、主力ブランドの「ＳＰＩＣＥ＆ＨＥＲＢ」シリーズをは
じめとする洋風スパイスが、純カレーやコショー、唐辛子などとともに引き続き好調に推移い

ルデンカレー」などの「ハーフ」シリーズが順調に売上を伸ばしましたものの、即席全体では

ユ)｣ブランド製品の寄与がありましたが、全体として前年同期実績を下回りました。一方、イ

様の視点に立って、当社グループの強みでありますスパイスとハーブを核とした事業活動を推

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋の世界的な金融危機を境として、原油
などの原資材価格の高騰が収束に向かう一方、その影響が実体経済に波及するにしたがい、景

食品業界におきましては、景気の大幅な悪化とともに個人消費がより停滞するなかで、食の安

このような状況のなかで、当社グループは、企業理念「真の顧客満足の追求」のもと、お客

全・安心に加えて、価格も含めた製品価値に対するお客様の意識の高まりへの対応が求められ

など不透明な要因がございますが、当第３四半期連結累計期間の業績が概ね順調に推移いたし
ましたことから、平成20年10月31日に発表いたしました通期の連結業績予想につきまして、変

進してまいりました。「お客様の声」を製品の研究開発や改良・改善に活かしますとともに、
「安全・安心」な製品をお届けいたしますため、生産履歴に関する情報システムの充実や生産

なお、定性的情報における前年同期比増減及び率につきましては、参考として記載しており

通期の業績につきましては、引き続き原材料価格の動向や世界的な経済情勢の悪化による影響

969億43百万円となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価等による減少17億22百万円
などがあったものの、売上債権の増加66億56百万円、本社屋の新設等による有形固定資産の増

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して24億31百万円増加し、

また純資産は、前連結会計年度末と比較して７億28百万円増加し、242億92百万円となりまし
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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)
該当事項はありません。

(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
（簡便な会計処理）
①たな卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、当第３四半期連結会計期間末
の実地棚卸を基礎としておりますが、一部実地棚卸を省略したものについては、前連結会計
年度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固定資産については、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。

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、前連結会計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場合に、前連結会計年度末に
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。

（四半期連結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。

(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

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。

　 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 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43百万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　平成18年５月17日）を適用しております。
　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた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19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始す
る連結会計年度に係る四半期連結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、第１四半期連結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、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。

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によっております。

④リース取引に関する会計基準の適用

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
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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 11,694 15,268

受取手形及び売掛金 28,368 21,712

有価証券 － 500

商品及び製品 3,855 4,312

原材料 3,386 2,744

仕掛品 1,297 1,237

その他 7,571 9,134

貸倒引当金 △992 △1,408

流動資産合計 55,182 53,500

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,005 9,202

機械装置及び運搬具（純額） 5,703 5,715

土地 10,338 10,345

その他（純額） 1,934 2,180

有形固定資産合計 28,981 27,443

無形固定資産   

のれん 33 35

その他 884 993

無形固定資産合計 917 1,029

投資その他の資産   

投資有価証券 5,144 6,866

その他 7,055 5,995

貸倒引当金 △338 △325

投資その他の資産合計 11,861 12,536

固定資産合計 41,760 41,010

資産合計 96,943 94,511
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,652 11,938

短期借入金 27,285 29,700

1年内償還予定の社債 － 4,000

未払法人税等 916 809

賞与引当金 650 1,124

その他 12,484 9,766

流動負債合計 54,989 57,338

固定負債   

長期借入金 9,479 5,567

退職給付引当金 5,622 5,374

債務保証損失引当金 96 68

その他 2,463 2,598

固定負債合計 17,660 13,608

負債合計 72,650 70,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,744 1,744

資本剰余金 5,343 5,343

利益剰余金 21,356 19,574

自己株式 △58 △36

株主資本合計 28,385 26,625

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △125 893

土地再評価差額金 △3,987 △3,983

為替換算調整勘定 △33 △19

評価・換算差額等合計 △4,146 △3,110

少数株主持分 53 48

純資産合計 24,292 23,564

負債純資産合計 96,943 94,511
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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 95,102

売上原価 54,134

売上総利益 40,967

販売費及び一般管理費  

販売促進費 21,736

その他 15,055

販売費及び一般管理費合計 36,792

営業利益 4,175

営業外収益  

受取利息 85

受取配当金 119

その他 221

営業外収益合計 426

営業外費用  

支払利息 574

貸倒引当金繰入額 129

その他 19

営業外費用合計 723

経常利益 3,878

特別利益  

ゴルフ会員権売却益 10

受取補償金 28

その他 6

特別利益合計 45

特別損失  

固定資産除却損 97

その他 81

特別損失合計 179

税金等調整前四半期純利益 3,743

法人税、住民税及び事業税 1,506

法人税等調整額 41

法人税等合計 1,548

少数株主利益 4

四半期純利益 2,190
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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

（3）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

（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。

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。
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｢参考資料｣

 前年同四半期に係る財務諸表

    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）

（単位：百万円）

Ⅰ  売上高 93,321

Ⅱ  売上原価 51,411

売上総利益 41,909

Ⅲ  販売費及び一般管理費 38,112

営業利益 3,797

Ⅳ  営業外収益 331

Ⅴ  営業外費用 572

経常利益 3,556

Ⅵ  特別利益 182

Ⅶ  特別損失 86

税金等調整前四半期純利益 3,652

法人税等 1,515

少数株主利益 3

四半期純利益 2,133

科　　目
（平成20年３月期

前年同四半期

金　　　額

     第３四半期）
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