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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 20,661 ― 1,545 ― 1,530 ― 841 ―

20年3月期第3四半期 15,538 23.6 349 391.5 308 323.5 172 371.2

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 52.63 ―

20年3月期第3四半期 10.78 ―

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 14,087 4,554 32.3 284.82
20年3月期 13,990 3,819 27.3 238.74

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  4,552百万円 20年3月期  3,816百万円

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 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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 26,000 19.6 1,660 218.0 1,630 256.7 880 256.3 55.05

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  無  

(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） 

(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11月7日に公表いたしました業績予想（連結・個別）は、本資料において修正しております。詳細は4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。 
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って大きく異なる可能性があります。 
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 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 16,060,000株 20年3月期 16,060,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 74,435株 20年3月期 73,498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 15,986,135株 20年3月期第3四半期 16,036,835株
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（参考）平成２１年３月期個別業績予想(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） 

 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 25,000 19.5 1,520 319.9 1,500 345.1 820 358.1 51 29

(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

なお、修正の内容につきましては、４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。 
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が国内実体経済にも急速に波及し、企

業業績の悪化や雇用不安をもたらすとともに個人消費も減退を強めるなど大幅な後退局面を迎えました。 

植物油業界におきましては、原材料となる輸入穀物価格が未曾有の高値相場から、投機資金の流出などの影響を受け

て一転して値下がり傾向となりましたが、一方で、消費減退の影響から食用油トータルの需要が減少し、販売数量が低下

するとともに製品価格も低下するなど厳しい経営環境となりました。 

このようななかで、当社グループでは、引続き海外原料や資材を中心に最適な調達に力を注ぐとともに、適正な製品価

格の維持、生産効率の向上やコスト削減に強力に取り組みました。 

なお、第２四半期会計期間において経営資源効率化のため、稼働率の低い設備資産の除却を行い、特別損失 91 百万

円を計上いたしました。第３四半期会計期間においては、株式市場の低迷に伴い投資有価証券評価損として、特別損失 7

百万円を計上いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 206 億 61 百万円、営業利益 15 億 45 百万円、経常利益 15 

   億 30 百万円、四半期純利益 8億 41 百万円となりました。 

 

２． 連結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３四半期連結会計期間末の資産の部は、140 億 87 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 97 百万円増加しまし

た。主な要因は、売上債権及び原材料の増加によるものであります。 

負債の部では、前連結会計年度末比6億 38百万円減少の95億 32百万円となりました。主な要因は、仕入債務が減少し

たことによるものであります。 

純資産の部では、前連結会計年度末比 7億 35 百万円増加の 45 億 54 百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が 

増加したことによるものであります。 

（2） キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、7億49百万円の使用となりました。これは、主に仕

入債務の減少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、4億31百万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ものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、3 億 62 百万円の獲得となりました。

これは、主に借入金の増加によるものであります。この結果、当第 3 四半期の現金及び現金同等物の残高は期首残高よ

り 8億 18 百万円減少の 10 億 63 百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成２１年３月期通期の業績予想(連結・個別)につきましては、平成 20年 11月 7日に公表した業績予想を修正いたしまし 

た。修正の理由としまして、売上高につきましては、海外原料価格等の下落を受けた製品価格の低下を主因に前回予想を 

下回る見込みです。営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、海外原料を主体としたタイムリーな調達に加え、生 

産コストの低減効果等から前回予想を上回る見込みとなりました。 

 

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 

   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 

①．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．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）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）を当第1四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。 

なお、これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

③．当第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）を

適用し、主として総平均法による原価法により算定しております。 
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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：千円）

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 1,166,822 2,005,023

受取手形及び売掛金 5,486,924 4,687,490

製品 726,583 860,343

半製品 2,489 2,256

原材料 1,236,498 1,034,331

仕掛品 312,614 314,411

その他 150,867 151,463

貸倒引当金 △6,266 △5,224

流動資産合計 9,076,534 9,050,096

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 546,646 571,083

機械装置及び運搬具（純額） 1,876,583 2,055,440

土地 1,506,967 1,506,967

その他（純額） 334,298 48,810

有形固定資産合計 4,264,496 4,182,302

無形固定資産 30,499 41,483

投資その他の資産   

投資有価証券 176,537 226,560

その他 542,677 493,161

貸倒引当金 △3,288 △3,288

投資その他の資産合計 715,926 716,432

固定資産合計 5,010,922 4,940,219

資産合計 14,087,456 13,990,315
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（単位：千円）

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 3,771,381 5,277,724

短期借入金 2,471,300 2,040,550

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 528,515 152,117

賞与引当金 56,603 110,126

役員賞与引当金 － 6,140

その他 576,500 466,725

流動負債合計 7,504,300 8,153,384

固定負債   

社債 50,000 100,000

長期借入金 941,737 879,850

退職給付引当金 408,362 367,753

役員退職慰労引当金 184,222 189,768

負ののれん 12,761 13,495

その他 431,357 466,942

固定負債合計 2,028,441 2,017,810

負債合計 9,532,741 10,171,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,351,300 1,351,300

資本剰余金 814,596 814,596

利益剰余金 2,369,760 1,608,283

自己株式 △14,928 △14,756

株主資本合計 4,520,729 3,759,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,199 57,256

評価・換算差額等合計 32,199 57,256

少数株主持分 1,785 2,440

純資産合計 4,554,714 3,819,120

負債純資産合計 14,087,456 13,990,315
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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：千円）

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 20,661,433

売上原価 17,297,763

売上総利益 3,363,670

販売費及び一般管理費 1,818,002

営業利益 1,545,668

営業外収益  

受取利息 2,019

受取配当金 3,071

負ののれん償却額 734

その他 33,432

営業外収益合計 39,258

営業外費用  

支払利息 48,875

その他 5,241

営業外費用合計 54,117

経常利益 1,530,809

特別利益  

投資有価証券売却益 7,446

特別利益合計 7,446

特別損失  

固定資産除却損 91,332

投資有価証券評価損 7,315

特別損失合計 98,648

税金等調整前四半期純利益 1,439,607

法人税、住民税及び事業税 613,954

法人税等調整額 △15,102

法人税等合計 598,851

少数株主損失（△） △654

四半期純利益 841,409
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 1,439,607

減価償却費 322,956

負ののれん償却額 △734

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,041

持分法による投資損益（△は益） △61

受取利息及び受取配当金 △5,090

支払利息 48,875

投資有価証券売却損益（△は益） △7,446

固定資産除却損 91,332

投資有価証券評価損益（△は益） 7,315

売上債権の増減額（△は増加） △799,433

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,842

仕入債務の増減額（△は減少） △1,506,343

その他 8,240

小計 △466,583

利息及び配当金の受取額 5,044

利息の支払額 △48,665

法人税等の支払額 △239,038

営業活動によるキャッシュ・フロー △749,242

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △976

投資有価証券の売却による収入 9,430

有形固定資産の取得による支出 △420,715

貸付けによる支出 △3,500

貸付金の回収による収入 4,955

その他 △20,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △431,777

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 4,289,800

短期借入金の返済による支出 △3,869,050

長期借入れによる収入 370,000

長期借入金の返済による支出 △298,112

配当金の支払額 △79,648

その他 △50,171

財務活動によるキャッシュ・フロー 362,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △818,201

現金及び現金同等物の期首残高 1,881,905

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,063,703
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注記事項 
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。 

 
（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）セグメント情報 

  【事業の種類別セグメント情報】 

  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） 

  全セグメントの売上高及び営業利益の合計額に占める油脂の製造及び販売事業の割合が、いずれも 90％を超えているた 

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

  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） 

  全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、いずれも 90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省 

略しております。 

 

【海外売上高】 

  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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（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」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

（1）(要約)四半期連結損益計算書             （単位：千円） 

 前第 3 四半期累計期間 

 （平成 20 年 3 月期 

科目 第 3 四半期） 

 金額 

Ⅰ 売上高 15,538,393

Ⅱ 売上原価 13,403,576

売上総利益 2,134,817

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,784,920

営業利益 349,896

Ⅳ 営業外収益 19,818

Ⅴ 営業外費用 61,467

経常利益 308,248

Ⅵ 特別利益 4

Ⅶ 特別損失 9,324

税金等調整前四半期純利益 298,928

税金費用 126,013

少数株主利益 36

四半期純利益 172,877
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（2）(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書             （単位：千円） 
                             

 
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
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       298,928

  減価償却費      288,820

  負ののれん償却額        △ 734

  有形固定資産除却損        680

  持分法による投資利益   △ 769

  貸倒引当金の増加額       1,145

  退職給付引当金増加額    32,567

  役員退職給与引当金減少額   △ 46,435

  賞与引当金の減少額      △ 58,059

  受取利息及び受取配当金    △ 7,080

  支払利息      50,006

  売上債権の増加額   △ 1,150,193

  たな卸資産の減少額  4,468

  流動資産その他の減少額  50,000

  仕入債務の増加額   767,973

  未払消費税等の増加額    45,679

  その他の増減額  △ 4,685

     小計     272,310

  利息及び配当金の受取額       7,008

  利息の支払額   △ 51,625

  法人税等の支払額  △ 82,762

営業活動によるキャッシュ・フロー   144,930

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 

  定期預金の純増減額  7,000

  投資有価証券の取得による支出      △ 955

  有形固定資産の取得による支出  △ 160,511

  貸付けによる支出 △ 3,000

  貸付金の回収による収入        3,990

  その他の支出        △ 2,688 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 156,166

Ⅲ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    △ 149,400

  長期借入れによる収入     520,000

  長期借入金の返済による支出  △ 254,612

  社債償還による支出  △ 50,000

  自己株式の取得による支出        △ 153

  配当金の支払額   △ 80,299

財務活動によるキﾔッシュ・フロー      △ 14,465

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額 △ 25,701

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高    822,794

Ⅵ現金及び現金同等物の四半期末残高     797,092
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