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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 5,325 ― 833 ― 952 ― 483 ―
20年3月期第3四半期 5,192 △4.8 927 △24.9 1,060 △16.1 711 △12.2

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 51.88 ―
20年3月期第3四半期 86.97 ―

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 21,322 19,602 91.9 2,101.82
20年3月期 20,532 19,389 94.4 2,078.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  19,602百万円 20年3月期  19,389百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

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  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 7,300 7.3 1,307 13.1 1,414 6.7 841 2.8 90.22

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 をご覧下さい。］  

(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 をご覧下さい。］  

(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 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  9,326,460株 20年3月期  9,326,460株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  36株 20年3月期  36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  9,326,424株 20年3月期第3四半期  8,185,775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。 
 本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  



当第３四半期におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融危機の深刻化により企業収益が圧
迫され、雇用情勢の悪化・個人消費の低迷が進み、極めて厳しい状況となりました。 
 このような状況のもと、当第３四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきましては、紅茶エ
キス・玄米茶エキス・ほうじ茶エキス等が増加したものの、機能性茶エキス等が減少したため、売上高は 
2,527百万円(対前年同期比 9.8％減)となりました。 
 粉末天然調味料につきましては、鰹節エキス・粉末酢等が増加したものの、椎茸エキス・粉末醤油等が
減少したため、売上高は 1,544百万円(同 0.8％減)となりました。 
 液体天然調味料につきましては、鰹節エキスが減少したものの、昆布エキスが増加したため、売上高は 
639百万円(同 2.4％増)となりました。 
 植物エキスにつきましては、新規製品の開発・販売に注力した結果、売上高は 574百万円(同 319.7％
増)となりました。 
 粉末酒につきましては、洋酒タイプが減少したため、売上高は 32百万円(同 49.0％減)となりました。
 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 5,325百万円(同 2.6％増)となり、前年同四半期より 
133百万円増加しました。 
 当第３四半期累計期間の損益面につきましては、売上原価の上昇により、営業利益は 833百万円(同 
10.2％減)、経常利益は 952百万円（同 10.2％減）となりました。さらに、サブプライム問題に端を発し
た金融・株式市場低迷の影響を受け、特別損失として投資有価証券評価損 149百万円を計上した結果、四
半期純利益は 483百万円(同 32.0％減)となりました。なお、対前年同期比は、参考として記載しており
ます。 

  

当第３四半期末における流動資産は、現金及び預金の減少により 10,285百万円となり、前事業年度末
に比べ 3,766百万円の減少となりました。  
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで 650百万円の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローで 4,660百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 274百万円の減少、３ヶ月以内
に償還をむかえる有価証券の取得により 1,499百万円の減少となった結果、前事業年度末より 5,784百万
円減少しております。 
売上債権は、秋期の売上増加及び当四半期末日が金融機関の休日であったことにより、当第３四半期末

残高は、前事業年度末より 635百万円増加しております。 
固定資産は、投資有価証券が 3,870百万円増加した結果、当第３四半期末残高は 11,037百万円とな

り、前事業年度末より 4,557百万円増加しております。 
以上の結果、当第３四半期末における総資産は、前事業年度末より 790百万円増加して 21,322百万円

となりました。 
当第３四半期末における負債の合計は、設備関係支払手形・仕入債務などの増加により 1,720百万円と

なり、前事業年度末より 577百万円の増加となりました。 
当第３四半期末における純資産の合計は、四半期純利益 483百万円の計上などにより 19,602百万円と

なりました。 
この結果、１株当たり純資産は、前事業年度末の 2,078円96銭から 2,101円82銭となり 22円86銭増加

しております。 
なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

 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、前事業年度末より 4,284百万
円減少し、7,364百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期において、営業活動の結果得られた資金は 650百万円となりました。これは主に、税引前
四半期純利益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） 

 当第３四半期において、投資活動の結果使用した資金は 4,660百万円となりました。これは主に、投資
有価証券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） 

 当第３四半期において、財務活動の結果使用した資金は 274百万円となりました。これは、配当金の支
払による支出によるものであります。 

  

当社が使用する主要な原材料（鰹節・昆布・椎茸等）の価格変動、金融・株式市場低迷の影響による保
有投資有価証券の時価下落等が懸念されるものの、他の要因による業績の変動も現時点では想定されない
ことから、平成20年５月19日発表の平成21年３月期業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

【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

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 
 当第３四半期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、前事業年度末の実地棚卸
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。 

③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。  
 なお、定率法を採用している資産については、事業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。  

④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 
 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行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行税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ので、前事業年度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。 

  

  
（会計処理の変更） 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企
業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期会計期間から適用しております。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」(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、原価法から原価法(収益性の低下による
簿価切下げの方法)に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期
純利益はそれぞれ 7百万円減少しております。 

  
（追加情報） 

① 製造用の機械及び装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として、耐用年数10年を採用
しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

(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

佐藤食品工業㈱（2814） 平成21年３月期第３四半期決算短信(非連結)

3



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

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 5,864,957 11,649,066

受取手形及び売掛金 1,824,136 1,188,429

有価証券 1,499,569 －

製品 419,751 534,692

原材料 225,285 189,244

仕掛品 291,920 374,713

貯蔵品 41,015 37,859

その他 119,506 78,840

貸倒引当金 △360 △230

流動資産合計 10,285,783 14,052,616

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,553,586 1,563,870

機械及び装置（純額） 1,041,223 1,095,209

土地 2,428,242 2,428,242

建設仮勘定 916,610 166,917

その他（純額） 204,513 223,012

有形固定資産合計 6,144,176 5,477,252

無形固定資産 13,147 13,898

投資その他の資産   

投資有価証券 4,750,594 880,076

その他 129,278 109,730

貸倒引当金 △73 △1,182

投資その他の資産合計 4,879,799 988,624

固定資産合計 11,037,124 6,479,774

資産合計 21,322,907 20,532,390

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 739,095 440,610

未払法人税等 75,560 160,838

賞与引当金 60,450 115,000

その他 810,041 398,863

流動負債合計 1,685,147 1,115,312

固定負債   

役員退職慰労引当金 35,318 27,860

固定負債合計 35,318 27,860

負債合計 1,720,465 1,143,172
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（単位：千円）

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 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,444,796 4,444,796

利益剰余金 11,424,028 11,219,939

自己株式 △47 △47

株主資本合計 19,541,052 19,336,963

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,389 52,254

評価・換算差額等合計 61,389 52,254

純資産合計 19,602,441 19,389,218

負債純資産合計 21,322,907 20,532,390
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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 5,325,294

売上原価 3,914,556

売上総利益 1,410,737

販売費及び一般管理費 577,723

営業利益 833,013

営業外収益  

受取利息 100,299

受取配当金 15,324

その他 4,327

営業外収益合計 119,951

営業外費用  

株式交付費 23

保険解約損 57

その他 0

営業外費用合計 80

経常利益 952,884

特別利益  

貸倒引当金戻入額 90

特別利益合計 90

特別損失  

固定資産除却損 602

投資有価証券評価損 149,118

特別損失合計 149,720

税引前四半期純利益 803,254

法人税等 319,373

四半期純利益 483,881
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

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 1,942,609

売上原価 1,413,292

売上総利益 529,317

販売費及び一般管理費 189,795

営業利益 339,521

営業外収益  

受取利息 33,501

受取配当金 7,346

その他 1,436

営業外収益合計 42,284

営業外費用  

保険解約損 28

その他 0

営業外費用合計 28

経常利益 381,777

特別損失  

固定資産除却損 222

投資有価証券評価損 4,328

特別損失合計 4,551

税引前四半期純利益 377,225

法人税等 149,985

四半期純利益 227,240
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 803,254

減価償却費 311,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） △978

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,458

受取利息及び受取配当金 △115,623

有形固定資産除却損 602

投資有価証券評価損益（△は益） 149,118

売上債権の増減額（△は増加） △635,706

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,535

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,677

仕入債務の増減額（△は減少） 298,484

未払金の増減額（△は減少） 41,368

未払費用の増減額（△は減少） 11,917

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,075

その他の流動負債の増減額（△は減少） 28,836

受取保険金 △10

その他 △87

小計 945,498

利息及び配当金の受取額 98,634

法人税等の支払額 △393,891

保険金の受取額 10

営業活動によるキャッシュ・フロー 650,252

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 △630,222

投資有価証券の償還による収入 1,000,000

投資有価証券の取得による支出 △5,006,399

その他の支出 △22,426

その他の収入 87

その他 △1,224

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,660,186

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △274,605

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,284,540

現金及び現金同等物の期首残高 11,649,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,364,526

佐藤食品工業㈱（2814） 平成21年３月期第３四半期決算短信(非連結)

8



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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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

佐藤食品工業㈱（2814） 平成21年３月期第３四半期決算短信(非連結)
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（単位：千円，千円未満切捨）   

 
 (注)１．金額は、販売価格によっております。 

    ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．輸出は僅かのため、記載を省略しております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

6. 生産及び販売の状況

(1) 生産実績                  

期別 前年同四半期 当四半期 (参考)

平成20年3月期 平成21年3月期 増減 前事業年度

第3四半期累計期間 第3四半期累計期間 (平成20年3月期)

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

2,806,137 
 

54.1 
 

2,386,448
 

46.6
 

△419,689
 

△15.0
 

3,669,121 
 

54.3
 

 粉末天然調味料 
 

1,536,991 
 

29.6 
 

1,514,552
 

29.5
 

△22,438
 

△1.5
 

1,920,430 
 

28.4
 

 液体天然調味料 
 

619,074 
 

11.9 
 

636,751
 

12.4
 

17,676
 

2.9
 

771,554 
 

11.4
 

 植物エキス 
 

166,960 
 

3.2 
 

562,960
 

11.0
 

395,999
 

237.2
 

327,549 
 

4.8
 

 粉末酒 
 

59,461 
 

1.2 
 

26,839
 

0.5
 

△32,622
 

△54.9
 

73,027 
 

1.1
 

合計 5,188,625 100.0 5,127,552 100.0 △61,073 △1.2 6,761,683 100.0

(2) 販売実績

期別 前年同四半期 当四半期 (参考)

平成20年3月期 平成21年3月期 増減 前事業年度

第3四半期累計期間 第3四半期累計期間 (平成20年3月期)

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

2,800,314 
 

53.9 
 

2,527,154
 

47.5
 

△273,160
 

△9.8
 

3,678,175 
 

54.0
 

 粉末天然調味料 
 

1,557,035 
 

30.0 
 

1,544,434
 

29.0
 

△12,600
 

△0.8
 

1,978,794 
 

29.1
 

 液体天然調味料 
 

624,351 
 

12.0 
 

639,122
 

12.0
 

14,771
 

2.4
 

782,322 
 

11.5
 

 植物エキス 
 

136,757 
 

2.6 
 

574,029
 

10.8
 

437,272
 

319.7
 

277,630 
 

4.1
 

 粉末酒 
 

64,267 
 

1.3 
 

32,776
 

0.6
 

△31,490
 

△49.0
 

77,125 
 

1.1
 

 その他 
 

9,380 
 

0.2 
 

7,776
 

0.1
 

△1,603
 

△17.1
 

11,002 
 

0.2
 

合計 5,192,105 100.0 5,325,294 100.0 133,188 2.6 6,805,050 100.0

相手先
前年同四半期 当四半期

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

 ミヤコ化学㈱ 590,345 11.37 566,023 10.6
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前四半期に係る財務諸表等 

 （要約）四半期損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

科目

前第３四半期累計期間

（自 平成19年４月１日
  至 平成19年12月31日）

金額（千円，千円未満切捨）

Ⅰ 売上高 5,192,105

Ⅱ 売上原価 3,697,261

    売上総利益 1,494,844

Ⅲ 販売費及び一般管理費 567,656

    営業利益 927,187

Ⅳ 営業外収益 187,604

Ⅴ 営業外費用 54,144

    経常利益 1,060,648

Ⅵ 特別利益 119,041

Ⅶ 特別損失 310

    税引前四半期純利益 1,179,379

    法人税、住民税及び事業税 375,000

    法人税等調整額 92,500

    四半期純利益 711,879
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