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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 11,493 ― 870 ― 869 ― 492 ―

20年3月期第3四半期 11,002 2.9 867 6.7 858 7.4 440 △4.3

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 50.51 ―

20年3月期第3四半期 44.80 ―

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 10,926 5,371 49.2 556.05
20年3月期 9,407 5,122 54.4 520.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,371百万円 20年3月期  5,122百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 16.00

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 14,750 3.5 705 △5.0 700 3.1 270 △16.6 27.70

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 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  9,868,800株 20年3月期  9,868,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  209,454株 20年3月期  32,894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  9,747,614株 20年3月期第3四半期  9,833,946株

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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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当第3四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融経済危機による世界経
済の減速を背景として、国内においても、企業収益環境や雇用情勢の悪化が顕著となり、所得の低迷に起
因する個人消費の落ち込みなどにより景気は後退局面に入ってまいりました。 
食品業界におきましては、生活必需品の値上げによる節約志向の強まりや食品の産地偽装などによる消

費者の安心・安全に対する生活防衛意識の高揚など厳しい経営環境となりました。 
このような状況の下、当社は、主力商品の構成を高め収益力の向上を図るとともに、生鮮部門での関連

販売に重点を置いた企業活動を展開してまいりました。 
また、コスト削減や生産効率の向上を図り新製品の開発、新規取引先の開拓に努めてまいりました。 
品目群別の概況は次のとおりです。 

  
（たれ） 

「たたききゅうりのたれ」が発売以来順調に推移していることや内食志向に伴い価格に敏感な消費者
マインドを捉えた「ぱぱっと逸品」シリーズも大きく売上を伸ばしました。また精肉類の堅調な需要を
背景に焼肉のたれ類が前年実績を上回りました。その結果、売上高は42億66百万円（前年同期比9.7％
増）となりました。 

（粉末調味料） 
「味・塩こしょう」を中心とする粉末調味料類は、内食増加のトレンドを受け前年実績を上回りまし

た。その結果、売上高は20億4百万円（前年同期比0.1％増）となりました。 
（スープ） 

既存品、新商品ともに春先からの好調な販売を持続するとともに、10月から11月にかけて消費者キャ
ンペーン「家族をあっためよう～鍋スマイルキャンペーン～」を実施し、積極的な販促施策の展開によ
りブランドの指名買いを促進し、鍋スープのさらなる活性化を図りました。その結果、売上高は33億25
百万円（前年同期比14.6％増）となりました。 

（ソース） 
手作り志向が高まるなか、肉まわりを中心としたイベント感のあるメニュー提案に注力しましたが、

前年実績を上回るには至りませんでした。その結果、売上高は5億7百万円（前年同期比７.2％減）とな
りました。 

（青汁） 
秋冬の訴求に注力し、温かい青汁メニューで習慣化を促進し需要の底上げを図りましたが前年実績の

水準まで挽回するには至りませんでした。その結果、売上高は6億19百万円（前年同期比21.0％減）と
なりました。 

（青果ドレッシング） 
市場成熟化とさらなる競争激化による影響で前年実績を下回りました。その結果、売上高は3億23百

万円（前年同期比16.1％減）となりました。 
（その他、仕入商品） 

その他品群は、売上高2億8百万円（前年同期比18.8％減）、仕入商品は、売上高は2億37百万円（前
年同期比1.0％増）となりました。 
  

以上の結果、当第3四半期における売上高は、114億93百万円（前年同期比4.5％増）となりました。 
利益につきましては、原材料価格の高騰はあったものの、たれ、スープ類の増収と販売推進費の効果的

投入により原材料価格の上昇を吸収したこと等から営業利益8億70百万円（前年同期0.3％増）、経常利益
8億69百万円（前年同期比1.3％増）、当期純利益4億92百万円（前年同期比11.8％増）となりました。 
なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

当第3四半期末の総資産は、前期末から15億19百万円増加し、109億26百万円となりました。流動資産
は 季節的要因により売上債権の増加が大きく16億33百万円増加し、57億46百万円となりました。固定
資産は、減価償却の実施に伴なう減少等があり、1億14百万円減少し、51億80百万円となりました。 
負債は、前期末から12億70百万円増加し55億55百万円となりました。流動負債は、短期借入金の増加

や社債の償還期到来による振替等により15億83百万円増加し、47億36百万円となりました。固定負債
は、社債の流動負債への振替等があり3億14百万円減少し、8億18百万円となりました。 
純資産は、当第3四半期までの利益計上が配当金支出等よりも大きく前期末から、2億49百万円増加

し、53億71百万円となりました。 
  

【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
①資産、負債及び純資産の状況
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当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末より55百万円増加
し、14億72百万円となりました。    
営業活動による資金の減少額は、4億37百万円となりました。その主なものは、シーズン的要因によ

る売上債権の大幅増加や法人税等の支払額等によるものであります。 
投資活動による資金の減少額は、主に有形固定資産の取得により、27百万円となりました。 
財務活動による資金の増加額は、主に短期の運転資金を借入れたことにより、5億20百万円となりま

した。 
  

サブプライム問題に端を発した景気後退の波は、食品市場にも大きな影響を及ぼしています。食に対す
る消費行動は外食から内食へとシフトしており、その需要は調味料などの売上増につながっています。 
また、消費者の購買動向は安心・安全は勿論のこと、低価格志向が鮮明になっており、当社主力商品で

ある、たれ、スープ類の売上が堅調に推移している状況から平成21年3月期の業績予想を修正いたしま
す。 

  
(単位：百万円) 

 
  

なお、上記の予想は本資料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想数値と異なる場合があります。 
  

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按
分する方法によっております。 
  

固定費的な要素が大きいもの、又は重要性の乏しいものについては、合理的な算定方法による概算額
で計上する方法等によっております。 
  

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解
消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰延べる方法を採用しております。
   

当事業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する方法を採用しております。 
  

「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、総平均法による原価法から総平均法に
よる原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 
 これに伴なう損益に与える影響はありません。 

②キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 14,570 540 530 265

今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ） 14,750 705 700 270

増減額 （B－A） 180 165 170 5

増減率 （ ％ ） 1.2 30.6 32.1 1.9
(ご参考)

14,249 742 679 323前期実績（平成20年3月期）

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固定資産の減価償却費の算定方法

②経過勘定項目の算定方法

 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
①原価差異の繰延処理

②税金費用の計算

(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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
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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 1,472 1,417 

受取手形 126 77 

売掛金 3,031 1,611 

商品 9 8 

製品 594 509 

原材料 235 225 

その他 366 342 

貸倒引当金 △89 △78 

流動資産合計 5,746 4,113 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,635 1,724 

土地 2,317 2,317 

その他（純額） 401 393 

有形固定資産合計 4,355 4,435 

無形固定資産 12 44 

投資その他の資産   

投資有価証券 160 164 

敷金及び保証金 280 283 

その他 376 369 

貸倒引当金 △5 △3 

投資その他の資産合計 812 814 

固定資産合計 5,180 5,294 

資産合計 10,926 9,407 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,455 1,148 

短期借入金 1,362 520 

1年内償還予定の社債 300 － 

未払金 954 683 

賞与引当金 205 396 

その他 458 405 

流動負債合計 4,736 3,153 

固定負債   

社債 － 300 

長期借入金 85 161 

退職給付引当金 261 237 

役員退職慰労引当金 425 388 

その他 46 44 

固定負債合計 818 1,132 

負債合計 5,555 4,285 
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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 870 870 

資本剰余金 379 379 

利益剰余金 4,226 3,889 

自己株式 △111 △20 

株主資本合計 5,365 5,119 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 2 

評価・換算差額等合計 5 2 

純資産合計 5,371 5,122 

負債純資産合計 10,926 9,407 
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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 11,493

売上原価 5,812

売上総利益 5,680

販売費及び一般管理費 4,810

営業利益 870

営業外収益 28

営業外費用 29

経常利益 869

特別損失 0

税引前四半期純利益 868

法人税、住民税及び事業税 376

四半期純利益 492
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【第３四半期会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月1日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,771

売上原価 2,229

売上総利益 2,541

販売費及び一般管理費 1,776

営業利益 765

営業外収益 9

営業外費用 9

経常利益 765

特別損失 0

税引前四半期純利益 764

法人税、住民税及び事業税 321

四半期純利益 443
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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 868

減価償却費 189

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12

売上債権の増減額（△は増加） △1,468

たな卸資産の増減額（△は増加） △95

仕入債務の増減額（△は減少） 307

その他 154

小計 △32

法人税等の支払額 △398

その他の支出 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △437

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 △33

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △27

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） 950

その他 △429

財務活動によるキャッシュ・フロー 520

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54

現金及び現金同等物の期首残高 1,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,472
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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。 

  

該当事項なし 

  

当社は平成20年8月6日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用さ
れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその取得方法について決議し、平成20
年8月7日付で、自己株式立会外買付取引により、普通株式172,000株、取得総額88,580千円の自己株式
を取得しております。 

  

(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
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「参考」

（要約）四半期損益計算書

前四半期会計期間

科        目 (自 平成19年 4月 1日

 至 平成19年12月31日)

金  額

Ⅰ 売上高 11,002

Ⅱ 売上原価 5,450

売上総利益 5,551

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,684

営業利益 867

Ⅳ 営業外収益 35

Ⅴ 営業外費用 44

経常利益 858

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 22

税引前四半期(当期)純利益 836

法人税、住民税及び事業税 290

法人税等調整額 105

四半期(当期)純利益 440

（要約）四半期キャッシュフロー計算書

前四半期会計期間

(自 平成19年 4月 1日

科        目  至 平成19年12月31日)

金  額

Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税引前四半期（当期）純利益 836

2 減価償却費 184

3 売上債権の増加額 △        1,101

4 たな卸資産の増加額 △           36

5 仕入債務の増加（△減少）額 324

6 その他 76

7 小計 283

8 法人税等の支払額 △          226

9 その他 △            9

営業活動によるキャッシュ・フロー 47

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出 △           79

2 その他 △            2

投資活動によるキャッシュ・フロー △           81

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金の純増減額 580

2 長期借入金の純増減額 △          252

3 その他 △          351

財務活動によるキャッシュ・フロー △           24

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ. 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △           58

Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高 1,411

Ⅶ. 現金及び現金同等物の期末残高 1,353
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