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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 210,216 ― 8,728 ― 8,727 ― 4,056 ―

20年3月期第3四半期 188,967 4.4 5,996 22.7 5,871 11.8 3,017 △8.1

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 24.27 22.17
20年3月期第3四半期 17.87 16.34

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 193,884 91,118 46.0 533.76
20年3月期 193,113 93,726 47.5 549.13

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  89,209百万円 20年3月期  91,782百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 7.00

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 275,000 9.7 7,500 11.8 7,500 11.4 4,300 12.8 25.73

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．上記の業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因により大きく異なることがありうることをご承知置
きください。 
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 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  174,148,018株 20年3月期  174,148,018株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  7,014,431株 20年3月期  7,005,544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  167,134,693株 20年3月期第3四半期  169,081,486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

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国を震源とする世界的な金融危機の影響を受け、企業収益の

悪化、個人消費の低迷が顕著となり、景気は極めて深刻な状況に陥りました。

  当食品業界においては、原材料や諸資材などの価格が高値圏で推移するなど、厳しい経営環境が続きました。また、

偽装表示や不正流通事件が相次ぎ、食品企業に対する消費者の不信が高まりました。製粉業界においては、小麦国際

相場の高騰により、政府売渡価格が昨年４月に主要銘柄一律３０％、さらに、１０月から同１０％引上げられるなど、

調達コストは継続して上昇しました。

  このような状況のもとで、当社グループは、持続的成長（Sustainable Growth）と企業価値の向上を目指し、昨年

４月を起点とする２ヶ年の「08/09新経営計画SG100」を掲げ、収益力の強化と多角的成長への積極的な取り組みを基

本戦略として、全社を挙げてコスト削減と生産性の向上に努めました。また、コアビジネスである製粉事業の強化を

図るため、昨年５月に前田産業株式会社と製粉事業に関する業務提携基本契約を締結し、１２月には東福製粉株式会

社の株式追加取得を行い持分法適用関連会社とし、同社との緊密な関係を更に強化しました。

　食品事業においては、パスタ市場の拡大に対応するため、昨年１０月にオーマイ株式会社加古川工場のパスタ製造

ラインを更新し、能力増強と生産効率の向上、最新鋭の生産管理システムによる品質の高度化を図りました。

　また、昨年６月には海外事業の一層の拡充を図るため中国天津市に設立しました合弁会社「天津全順食品有限公司」

のプレミックス工場の生産体制が整いました。

  この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,102億１千６百万円、営業利益87億２千８百万円、経常利

益87億２千７百万円、四半期純利益40億５千６百万円となりました。事業部門別の状況は次のとおりであります。

①製粉事業

　製粉事業につきましては、お客様との一層の関係強化を図るため、各種講習会・経営セミナーの開催、マーケット

ニーズをとらえた特長のある新製品の発売など、活発な営業活動を展開しましたが、国内の小麦粉需要が総じて伸び

悩む中で小麦粉の出荷は前年を下回りました。なお、小麦政府売渡価格が昨年４月に３０％、１０月に１０％引上げ

られたことに伴い、それぞれ小麦粉販売価格の改定を行ったことにより、小麦粉の売上高は前年同期を上回りました。

副製品のふすまについては、市況が堅調に推移しました。また、輸出については、原料小麦相場が沈静化したことや

円高により収益が改善しました。倉庫業及び港湾運送事業の収入高は、前年同期を上回りました。以上により、製粉

事業の売上高は819億７千５百万円、営業利益は52億６千７百万円となりました。

②食品事業

　食品事業につきましては、健康・安全・簡便性をコンセプトとした特長のある新商品を開発するとともに、プロの

料理人を対象としたイタリア料理技術講習会の開催、各種展示会への出展など積極的なマーケティング活動を展開し

ました。家庭用では、最近の消費者ニーズに対応した新商品を投入しました。また、流通経費を見直し、販売効率化

に取り組んだことにより、パスタ関連製品、プレミックス類の売上は堅調に推移しました。冷凍食材、食品類は、家

庭用の冷凍パスタが好調に推移したことから売上を伸ばしました。中食関連食品の売上高はコンビニ向け弁当が堅調

に推移し、前年同期を上回りました。以上により、食品事業の売上高は1,068億１千５百万円、営業利益は40億５千５

百万円となりました。

③その他事業

　その他事業については、ペットフードが愛好家の増加から堅調に推移しました。健康食品は、新規投入した特定保

健用食品やアマニ油が好調に推移しました。また、バイオ関連の売上高は前年を上回りましたが、エンジニアリング

事業の売上は前年を下回りました。以上により、その他事業の売上高は214億２千５百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産の残高は、前連結会計年度末（平成20年３月31日）に比べ７億７千万円増加し、1,938億８千４百万円となり

ました。この主な要因は、売上債権、たな卸資産などの流動資産が119億９千１百万円増加したことや、投資有価証券

などの固定資産が112億２千万円減少したことによるものです。負債の残高は、前連結会計年度末に比べ33億７千８百

万円増加し、1,027億６千５百万円となりました。この主な要因は、コマーシャルペーパーが増加したことによるもの

です。純資産の残高は、有価証券評価差額金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ26億８百万円減少し、

911億１千８百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は105億７千３百万円となり、前連結会計年度末と

比べ９億２千２百万円の増加となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは５億１千８百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半

期純利益78億２千７百万円、減価償却費51億９千２百万円の資金増加が、売上債権及びたな卸資産の増加や法人税等
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の支払額を上回ったことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは45億２千７百万円の支出となりました。この主な要因は、設備投資で約46億

円支出したことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは49億６千８百万円の収入となりました。この主な要因は、コマーシャルペー

パーの発行によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期累計期間の連結業績は、厳しい事業環境下において効率的な販売活動を推進した結果、コスト削減効

果が寄与して順調に推移しております。しかしながら、世界的な景気後退の影響により、国内においても企業業績や

雇用情勢の急激な悪化から、個人消費が更に減退するなど、当社グループを取り巻く経営環境の先行きに危機感が強

まっております。平成21年３月期の業績予想は、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想を据え置いておりま

す。

 

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

　①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、実地棚卸を省略し、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しております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明かなものについてのみ、正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。

②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しております。

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、前連結会計年度決算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を適用しております。

（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第１四半期連結会計期間より「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（月別）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、主として総平均法（月別）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。これによる当第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に与える影響は軽微であります。

③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、連結決算上必要な修正を行っております。これによる当第

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に与える影響は軽微であります。

　　　(追加情報）

当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として資産の利用

状況を見直しした結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用してお

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428百万円減少しております。
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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：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 10,614 9,691

受取手形及び売掛金 34,999 30,718

有価証券 16 121

商品及び製品 13,069 11,351

仕掛品 104 198

原材料及び貯蔵品 10,501 7,467

その他 5,159 2,920

貸倒引当金 △206 △201

流動資産合計 74,258 62,267

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,009 27,055

機械装置及び運搬具（純額） 18,861 18,861

土地 24,796 25,054

建設仮勘定 309 1,021

その他（純額） 1,003 944

有形固定資産合計 70,980 72,938

無形固定資産   

のれん 195 446

その他 514 531

無形固定資産合計 709 978

投資その他の資産   

投資有価証券 41,177 49,733

その他 7,329 7,645

貸倒引当金 △572 △449

投資その他の資産合計 47,935 56,928

固定資産合計 119,625 130,845

資産合計 193,884 193,113
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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 13,821 14,146

短期借入金 22,204 29,074

未払法人税等 3,877 2,054

賞与引当金 175 267

役員賞与引当金 － 41

その他 20,242 14,491

流動負債合計 60,320 60,076

固定負債   

社債 8,098 8,098

長期借入金 20,159 12,396

退職給付引当金 2,090 2,008

役員退職慰労引当金 908 780

その他 11,188 16,026

固定負債合計 42,445 39,310

負債合計 102,765 99,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,240 12,240

資本剰余金 11,388 11,387

利益剰余金 57,451 54,724

自己株式 △2,311 △2,308

株主資本合計 78,769 76,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,374 15,301

繰延ヘッジ損益 △16 △1

為替換算調整勘定 82 439

評価・換算差額等合計 10,439 15,738

少数株主持分 1,909 1,944

純資産合計 91,118 93,726

負債純資産合計 193,884 193,113
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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 210,216

売上原価 161,943

売上総利益 48,272

販売費及び一般管理費 39,543

営業利益 8,728

営業外収益  

受取利息 43

受取配当金 822

その他 388

営業外収益合計 1,255

営業外費用  

支払利息 659

為替差損 204

その他 391

営業外費用合計 1,255

経常利益 8,727

特別利益  

固定資産売却益 64

関係会社株式売却益 11

債務免除益 135

その他 47

特別利益合計 257

特別損失  

固定資産除売却損 120

減損損失 605

投資有価証券評価損 351

その他 80

特別損失合計 1,158

税金等調整前四半期純利益 7,827

法人税、住民税及び事業税 5,342

法人税等調整額 △1,610

法人税等合計 3,731

少数株主利益 39

四半期純利益 4,056

- 6 -

日本製粉㈱（2001）平成21年３月期　第３四半期決算短信



（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 7,827

減価償却費 5,192

減損損失 605

のれん償却額 62

貸倒引当金の増減額（△は減少） 128

受取利息及び受取配当金 △866

支払利息 659

投資有価証券評価損益（△は益） 351

為替差損益（△は益） 155

持分法による投資損益（△は益） 105

有形固定資産売却損益（△は益） △27

固定資産除却損 126

債務免除益 △135

売上債権の増減額（△は増加） △4,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,719

仕入債務の増減額（△は減少） △269

その他 △915

小計 3,923

利息及び配当金の受取額 865

利息の支払額 △685

法人税等の支払額 △3,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 518

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 △4,659

有形固定資産の売却による収入 152

投資有価証券の取得による支出 △791

投資有価証券の売却による収入 653

貸付けによる支出 △124

貸付金の回収による収入 118

その他 122

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,527

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） △892

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,000

長期借入れによる収入 9,080

長期借入金の返済による支出 △7,033

自己株式の取得による支出 △5

自己株式の売却による収入 3

配当金の支払額 △1,170

少数株主への配当金の支払額 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 906

現金及び現金同等物の期首残高 9,651

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

16

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,573
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　第１四半期連結会計期間より「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

ａ．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）

製粉事業
（百万円）

食品事業
（百万円）

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 81,975 106,815 21,425 210,216 － 210,216

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,802 694 1,659 5,156 (5,156) －

計 84,777 107,509 23,084 215,372 (5,156) 210,216

営業利益 5,267 4,055 △556 8,767 (38) 8,728

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食関連食品等

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．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）

　　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。　

ｃ．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）

　　　海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載しておりません。　

（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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 188,967

Ⅱ　売上原価 144,726

売上総利益 44,241

Ⅲ　販売費及び一般管理費 38,245

営業利益 5,996

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金 823

その他 896

計 1,719

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 610

その他 1,234

計 1,844

経常利益 5,871

Ⅵ　特別利益 766

Ⅶ　特別損失 411

税金等調整前四半期純利益 6,225

法人税、住民税及び事業税 3,083

法人税等調整額 38

少数株主利益 86

四半期純利益 3,017
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（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  

税金等調整前四半期純利益 6,225

減価償却費 4,502

売上債権の増減額 △5,358

棚卸資産の増減額 2,240

仕入債務の増減額 1,385

その他 △1,800

小計 7,194

利息及び配当金の受取額 833

利息の支払額 △645

法人税等の支払額 △3,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,361

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △5,503

固定資産の売却による収入 348

投資有価証券の取得・売却・償還 △1,226

その他 59

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,321

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 1,061

コマーシャルペーパーの純増減額 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,209

貸株預り保証金の増減額 △2,000

自己株式の取得による支出 △803

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △1,197

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,147

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 71

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △5,034

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,024

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 6,989
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

(単位：百万円)

製粉事業 食品事業 その他事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 69,365 98,984 20,618 188,967 － 188,967

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,502 628 2,166 4,298 (4,298) －

計 70,868 99,612 22,785 193,265 (4,298) 188,967

営業費用 67,345 96,954 22,954 187,255 (4,283) 182,971

営業利益 3,522 2,657 △169 6,010 (14) 5,996

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食関連食品等

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前年同四半期（平成20年３月期第３四半期）

　　海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載しておりません。
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