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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 8,003 ― 624 ― 605 ― 302 ―
20年3月期第3四半期 7,010 1.6 394 3.2 380 6.0 188 11.5

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 32.58 ―
20年3月期第3四半期 20.05 ―

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 8,228 3,046 32.1 285.69
20年3月期 8,068 2,802 30.3 262.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,641百万円 20年3月期  2,446百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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 10,500 17.3 560 32.2 520 30.9 245 13.1 26.15

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．最近の国際穀物市場における原料小麦相場の高騰が続き、相場変動に伴い政府の小麦売渡価格は平成１９年４月、同１０月に次いで昨平成２０年４月には約３０％
の値上げをうけて顧客への小麦粉の値上げをいたしました。さらに昨年１０月に１０％の値上げが実施されましたが、漸く小麦相場は反落に転じ安定の兆しが見え、次の
価格改定期の４月には値下げが見込まれるなど、外国産小麦の政府売渡価格の相場連動制について顧客の理解が得られる努力が必要です。また、原材料価格高止ま
りによる諸コスト上昇で当期業績への影響が考えられます。 
２．上記の業績見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで合理的であると判断したものであります。見通しにつきましては多様な不確定
要因が含まれており、実際の業績はこれら見通しと異なる場合がありますのでご承知おき下さい。  

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  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  753,864株 20年3月期  679,592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  9,290,071株 20年3月期第3四半期  9,384,493株



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、原油・原材料価格が落ち着きを見せ始めた一方で、米国のサブ

プライムローンに端を発した金融危機の深刻化や世界的な景気の減速、株式、為替市場の変動等により、企業収益の

急速な悪化が目立ち雇用環境の悪化、需要の低迷により景気の後退感が強まりました。 

 製粉業界におきましては、原油、穀物等の国際相場の騰貴による諸原材料価格の値上げが広がり、厳しい経営環境

となりました。また、平成１９年４月から外国産小麦の政府売渡価格の相場連動制が導入されたことにより、原料小

麦の値上げが平成１９年に引き続き、平成２０年４月には３０％、同年１０月には１０％の値上げが実施されまし

た。 

 主力の製粉事業におきましては、経営の一層の効率化によるコスト・ダウンに努め、また、顧客に対しては、原料

小麦等の値上がりによる製品価格改定のご理解を得られるよう尽力いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、値上げ前の旺盛な仮需と製品価格改定や、副産物のふすま相場が

堅調に推移したこともあり、売上高は８０億３百万円となりました。 

 売上総利益は１６億１千万円、営業利益は６億２千４百万円、経常利益は６億５百万円、当第３四半期連結累計期

間の純利益は３億２百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ①製粉事業 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、製品値上げ前の仮需と製品価格改定や、副産物のふすま

相場が堅調に推移したこともあり、売上高５３億２千７百万円、営業利益は６億１千万円となりました。 

 ②食品事業 

 食品事業におきましては、乾麺の昨年春先の出荷が鈍かったものの、穀物相場高騰により食品全般の価格が上昇

し、乾麺商品の割安感や内食回帰もあり、加えて昨年は早い梅雨明けと７月の猛暑で需要が高まり、売上高は２５億

１百万円となり、営業利益は１億６千５百万円となりました。 

 ③畜産事業 

 畜産事業におきましては、品質本位の黒毛和牛の高級肉供給に努めておりますが、売上高は２億６千７百万円とな

りましたが、食肉市況の軟調と飼料高の影響によって、営業損失は７百万円となりました。 

 ④その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は５千１百万円となり、営業利益は微減となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は８２億２千８百万円、前年同期比２億４千２百円増、３.０％増と

なりました。流動資産は３９億６千３百万円となり、前年同期比５億５千３百万円増、１６.２％増となりました。

これは主として現預金が１億９千万円増、２７.８％増、売上債権１億８百万円増、１０.２％増、棚卸資産２億３千

４百万円増、１４.８％増によるものであります。 

 固定資産は４２億６千５百万円となり、前年同期比３億１千万円減、６.８％減となりました。これは、有形固定

資産が３６億４千５百万円となり、前年同期比２億１千９百万円減、５.７％減、これは主として減価償却によるも

のであります。 

 投資その他の資産は６億１千７百万円となり、前年同期比９千２百万円減、１３.０％減、これは投資有価証券が

株価低落等により７千４百万円減、１６.１％減少したものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債総額は、５１億８千２百万円となり、前年同期比２千９百万円増、０.

６％増となりました。これは主として未払法人税等４千５百万円増、４４.７％増によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、３０億４千６百万円で前年同期比２億１千３百万円増、７.５％増とな

りました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは、６億１千５百万

円の収入となりました。これは主として税金等調整前当四半期純利益６億３百万円、減価償却費２億８千８百万円、

売上債権の減少による６千４百万円、仕入債務の増加による３千６百万円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、設備投資により１億１千３百万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、１億５千９百万円の支出となりました。これは主として長期借入金１億１

千３百万円の返済によるものであります。 

 この結果、第３四半連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は８億７千４百万円となり、前年同期比１億

９千万円の増加となりました。 

 （注）前年同四半期増減額及び増減率は参考として記載しております。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの今後の見通しにつきましては、諸原材料価格の高止まり、米国のサブプライムローンに端を発した

金融不安や、円高、株安などの要因も重なり、需要の減退が顕著で景気の下降傾向が強まってまいりました。  

 製粉業界では、小麦の国際相場高騰を背景に平成１９年４月から外国産小麦の政府売渡価格の相場連動制が導入さ

れ、原料小麦の値上げが平成１９年に引き続き、平成２０年４月には３０％、同年１０月には１０％の値上げとなり

ました。平成２０年９月より小麦の国際市況は反落に転じ、市況は安定しつつありますが、次の平成２１年４月の政

府売渡価格改定期には原料小麦の値下げが予想され、製品値下げや前期の反動、諸材料の高止まりによる収益環境の

悪化は避けられず、製品価格改定について顧客のご理解が得られるかどうかにかかっております。 

 また、景気後退による雇用環境の悪化や消費者物価の値上げの定着により、消費者の消費行動の変化と、さらに少

子高齢化の進行による市場の縮小懸念もあって、販売競争は一層激しさを増し、企業間格差拡大傾向が強まり、予断

を許さない経営環境となってまいりました。 

 バイオ燃料や新興国の需要増大等による世界的な穀物不足傾向やＷＴＯ（世界貿易機関）およびＦＴＡ（自由貿易

協定）等の今後の交渉経緯にも目が離せない状況となっております。 

 当社は、食品産業の一員として、経営効率の徹底をはかり、食品の安全、安心の基本をモットーに人々の豊かな食

生活に貢献し、社会的責務を果たす所存でございます。 

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ましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の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。 

たな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 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

③税金費用の計算 

 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によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出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、主として先入先出法による原価法（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。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、変更しております。 

 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 31,314千

円、四半期純利益は 18,601千円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 



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 874,729 531,881

受取手形及び売掛金 1,172,521 1,108,498

商品及び製品 1,166,511 1,224,793

原材料及び貯蔵品 648,610 613,595

繰延税金資産 30,625 43,281

その他 79,724 67,079

貸倒引当金 △9,586 △16,370

流動資産合計 3,963,136 3,572,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,543,833 1,604,766

機械装置及び運搬具（純額） 1,540,997 1,680,331

土地 475,104 475,104

建設仮勘定 13,605 1,000

その他（純額） 71,511 73,941

有形固定資産合計 3,645,051 3,835,144

無形固定資産   

その他 2,999 1,036

無形固定資産合計 2,999 1,036

投資その他の資産   

投資有価証券 391,558 422,277

長期貸付金 3,975 3,825

繰延税金資産 23,771 18,948

その他 208,979 225,433

貸倒引当金 △10,571 △10,571

投資その他の資産合計 617,712 659,913

固定資産合計 4,265,763 4,496,095

資産合計 8,228,899 8,068,853



（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 178,941 145,606

短期借入金 4,310,060 4,261,310

未払法人税等 146,063 111,762

役員賞与引当金 3,000 5,000

その他 293,602 369,368

流動負債合計 4,931,667 4,893,047

固定負債   

長期借入金 71,695 184,240

退職給付引当金 59,915 58,951

その他 119,204 130,066

固定負債合計 250,814 373,258

負債合計 5,182,482 5,266,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,205,755 1,977,650

自己株式 △176,574 △158,309

株主資本合計 2,596,819 2,386,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,683 59,875

評価・換算差額等合計 44,683 59,875

少数株主持分 404,914 355,693

純資産合計 3,046,417 2,802,548

負債純資産合計 8,228,899 8,068,853



（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 8,003,234

売上原価 6,392,437

売上総利益 1,610,796

販売費及び一般管理費 985,859

営業利益 624,936

営業外収益  

受取利息 131

受取配当金 7,350

その他 13,874

営業外収益合計 21,357

営業外費用  

支払利息 40,054

その他 1,107

営業外費用合計 41,162

経常利益 605,132

特別利益  

固定資産売却益 183

投資有価証券売却益 3

貸倒引当金戻入額 6,783

特別利益合計 6,970

特別損失  

固定資産売却損 1,692

固定資産除却損 2,581

関係会社株式評価損 3,906

関係会社清算損 244

特別損失合計 8,424

税金等調整前四半期純利益 603,678

法人税等 247,921

少数株主利益 53,084

四半期純利益 302,672



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,244,445

売上原価 1,742,955

売上総利益 501,490

販売費及び一般管理費 310,537

営業利益 190,952

営業外収益  

受取利息 △3

受取配当金 1,977

業務受託料 1,731

その他 1,269

営業外収益合計 4,974

営業外費用  

支払利息 13,865

その他 69

営業外費用合計 13,935

経常利益 181,992

特別利益  

投資有価証券売却益 3

貸倒引当金戻入額 871

特別利益合計 874

特別損失  

関係会社清算損 244

特別損失合計 244

税金等調整前四半期純利益 182,622

法人税等 72,895

少数株主損失（△） △6,201

四半期純利益 115,928



（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 603,678

減価償却費 288,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,783

退職給付引当金の増減額（△は減少） 963

受取利息及び受取配当金 △7,482

支払利息 40,054

有形固定資産売却損益（△は益） 1,508

有形固定資産除却損 2,581

関係会社株式評価損 3,906

関係会社清算損益（△は益） 244

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,972

売上債権の増減額（△は増加） △64,023

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,266

仕入債務の増減額（△は減少） 36,012

未払債務の増減額（△は減少） △10,804

その他 △59,425

小計 843,364

利息及び配当金の受取額 7,482

利息の支払額 △40,167

法人税等の支払額 △195,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,586

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 △115,078

有形固定資産の売却による収入 2,807

無形固定資産の取得による支出 △2,215

投資有価証券の取得による支出 △454

投資有価証券の売却による収入 661

貸付金の回収による収入 880

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,400

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） 50,000

長期借入金の返済による支出 △113,795

自己株式の取得による支出 △18,394

自己株式の売却による収入 125

配当金の支払額 △73,889

少数株主への配当金の支払額 △3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 342,848

現金及び現金同等物の期首残高 531,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 874,729



 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 

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） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品等 

３．追加情報 

  （当第３四半期連結累計期間） 

    当社及び国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法

の改正を契機として見直しを行い、変更しております。 

 当該変更により、当第３四半期連結累計期間において製粉事業セグメントは 31,127千円営業利益が減

少し、畜産事業セグメントは 401千円営業損失が減少しております。 

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため、記載しておりません。 

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。 

  
製粉事業 

（千円） 

食品事業 

（千円） 

畜産事業 

（千円） 

その他の事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 5,190,016 2,494,361 267,787 51,068 8,003,234 － 8,003,234 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
137,419 7,593 － 81 145,094 (145,094) － 

計 5,327,435 2,501,955 267,787 51,150 8,148,328 (145,094) 8,003,234 

営業利益又は営業損失（△） 610,669 165,787 △7,184 264 769,538 (144,601) 624,936 

事業区分 主要製品 

製粉事業  小麦粉、ふすま等の製造販売 

食品事業  素麺、冷麦、干しうどん等の製造販売 

畜産事業  肉牛の肥育及び販売 

その他の事業  その他商品等の販売 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

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） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 7,010,767 

Ⅱ 売上原価 5,606,504 

売上総利益 1,404,262 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,009,384 

営業利益 394,878 

Ⅳ 営業外収益 30,545 

Ⅴ 営業外費用 44,960 

経常利益 380,464 

Ⅵ 特別損失 8,564 

税金等調整前四半期純利益 371,899 

法人税等 152,952 

少数株主利益  30,802 

四半期純利益  188,144 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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 371,899 

 減価償却費 248,647 

 売上債権の増減額  △86,147 

 棚卸資産の増減額  155,246 

 仕入債務の増減額  36,667 

 その他 35,816 

小計 762,130 

 利息及び配当金の受取額 11,747 

 利息の支払額  △43,835 

 法人税等の支払額 △136,628 

営業活動によるキャッシュ・フロー 593,413 

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 △123,214 

 貸付金の回収による収入 1,310 

 その他 1,230 

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,674 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 借入金の増減額 △124,185 

 配当金の支払額 △59,222 

 その他 △4,820 

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,227 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 284,511 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 400,072 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 684,584 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 
製粉事業 

（千円） 

食品事業 

（千円） 

畜産事業 

（千円） 

その他の事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 4,364,842 2,346,425 238,326 61,172 7,010,767 － 7,010,767 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
101,634 9,832 － 83 111,550 (111,550) － 

計 4,466,477 2,356,257 238,326 61,256 7,122,318 (111,550) 7,010,767 

営業利益 407,283 112,022 15,777 393 535,477 (140,598) 394,878 
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