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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 12,970 ― 224 ― 77 ― △730 ―

20年3月期第3四半期 13,203 2.6 590 △29.8 579 △25.1 152 △66.0

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 △25.94 ―

20年3月期第3四半期 5.39 ―

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 23,242 12,877 55.4 458.75
20年3月期 22,359 14,383 64.3 509.81

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,877百万円 20年3月期  14,383百万円

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  有  
 

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 ― 4.00 7.50
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 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  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 17,700 △4.0 250 △75.2 150 △83.7 △550 ― △19.53

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、２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、２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 
・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。 
・上記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、実際の業績は、今後様々な要因によって、上記予想数値と異なる場合が
あります。なお、連結業績予想に関する定性的情報は、２ページをご参照ください。  

 

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  28,392,000株 20年3月期  28,392,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  322,038株 20年3月期  177,627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  28,160,498株 20年3月期第3四半期  28,225,652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経済環境は、世界的な金融リスクの高まりや円高による輸出

の低迷などで景気の減速が強まる状況となっております。 

 当社グループが市場とする食品業界は、食の安全性や衛生面に対する要請の高まりや、低価格、

簡便性、高品質、健康志向の増大などの消費者ニーズの多様化、環境問題への対応、原材料の高騰

など多くの問題を抱えております。 

 食品加工機械製造販売事業については、売上高は10,199百万円（対前年同四半期776百万円減）と

なりました。 

 食品製造販売事業については、売上高は2,786百万円（対前年同四半期381百万円増）となりまし

た。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は12,970百万円

（対前年同四半期232百万円減）、営業利益は224百万円（対前年同四半期365百万円減）、経常利益

は77百万円（対前年同四半期501百万円減）、棚卸資産の評価に関する会計基準を踏まえ、たな卸資

産の評価減を実施したことによる影響額87百万円と適格退職年金制度から確定給付企業年金制度お

よび確定拠出企業型年金制度への移行時の終了損380百万円を特別損失に計上、繰延税金資産の一部

取崩しにより法人税等調整額が202百万円増加したことなどにより、四半期純損失は730百万円（対

前年同四半期は、四半期純利益152百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、91百万円減少し、9,601百万円となりました。これは、受

取手形及び売掛金が357百万円減少、製品が251百万円増加したことなどによります。固定資産は、

前連結会計年度末に比べて、974百万円増加し、13,640百万円となりました。これは、上河内新工場

建設により、建設仮勘定が1,441百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、前連結

会計年度末に比べて、882百万円増加し、23,242百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、1,466百万円増加し、7,033百万円となりました。これは、

短期借入金が1,405百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、

923百万円増加し、3,331百万円となりました。これは、長期借入金が1,025百万円増加したことなど

によります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、2,389百万円増加し、10,365百万

円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、1,506百万円減少し、12,877百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金が941百万円減少、為替換算調整勘定が475百万円減少したことなどにより

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年11月10日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。修正の

理由などについては、別途本日発表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 

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。 
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(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 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

出する方法によっております。 

(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 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用しており

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たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を第１四半期連結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。これによる税金等調整前四半

期純損失は、当第３四半期連結累計期間において87百万円増加しております。 

 ③リース取引に関する会計基準の適用（借主側） 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成

19年３月30日 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

会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することにしております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 ④「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」の適用 

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損益に与える影響は軽微であります。 
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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 2,045,705 1,858,093

受取手形及び売掛金 2,652,480 3,009,934

商品 1,030,625 897,895

製品 1,347,413 1,095,639

半製品 623,296 731,085

原材料 356,430 352,032

仕掛品 881,366 705,332

貯蔵品 109,546 134,081

繰延税金資産 208,250 341,109

その他 393,242 607,184

貸倒引当金 △46,720 △39,354

流動資産合計 9,601,637 9,693,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,026,050 10,335,560

減価償却累計額 △6,400,368 △6,372,419

建物及び構築物（純額） 3,625,682 3,963,140

機械装置及び運搬具 5,527,257 6,056,161

減価償却累計額 △4,569,267 △4,940,954

機械装置及び運搬具（純額） 957,990 1,115,207

工具、器具及び備品 1,627,680 1,690,857

減価償却累計額 △1,480,456 △1,513,137

工具、器具及び備品（純額） 147,223 177,719

その他 63,285 －

減価償却累計額 △6,187 －

その他（純額） 57,098 －

土地 5,462,535 5,516,458

建設仮勘定 1,623,571 181,694

有形固定資産合計 11,874,101 10,954,220

無形固定資産   

のれん 88,306 113,281

その他 63,645 51,381

無形固定資産合計 151,952 164,663

投資その他の資産   

投資有価証券 652,138 615,591

長期貸付金 194,772 121,118

繰延税金資産 767,000 796,348

その他 208,894 182,404

貸倒引当金 △208,018 △150,118

投資損失引当金 － △17,485

投資その他の資産合計 1,614,786 1,547,860

固定資産合計 13,640,839 12,666,743

資産合計 23,242,477 22,359,778
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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 588,637 667,386

短期借入金 4,437,832 3,031,927

未払法人税等 73,457 21,868

賞与引当金 274,461 600,310

役員賞与引当金 － 23,100

その他 1,658,862 1,222,386

流動負債合計 7,033,251 5,566,979

固定負債   

長期借入金 1,436,642 411,400

繰延税金負債 117,837 137,848

再評価に係る繰延税金負債 840,241 840,241

退職給付引当金 750,045 882,643

その他 187,225 136,721

固定負債合計 3,331,991 2,408,854

負債合計 10,365,242 7,975,834

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,351,750 7,351,750

資本剰余金 7,060,750 7,060,750

利益剰余金 5,126,962 6,068,522

自己株式 △108,010 △61,893

株主資本合計 19,431,452 20,419,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,685 3,499

土地再評価差額金 △5,215,780 △5,215,780

為替換算調整勘定 △1,298,751 △822,903

評価・換算差額等合計 △6,554,217 △6,035,184

純資産合計 12,877,234 14,383,944

負債純資産合計 23,242,477 22,359,778
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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 12,970,973

売上原価 6,729,384

売上総利益 6,241,589

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 249,596

荷造運搬費 355,491

貸倒引当金繰入額 190

販売手数料 314,540

給料及び手当 2,143,639

賞与引当金繰入額 133,616

退職給付費用 257,379

旅費及び交通費 337,705

減価償却費 181,325

研究開発費 567,648

その他 1,475,770

販売費及び一般管理費合計 6,016,904

営業利益 224,684

営業外収益  

受取利息 21,683

受取配当金 8,234

物品売却益 31,718

その他 48,659

営業外収益合計 110,296

営業外費用  

支払利息 68,708

貸倒引当金繰入額 56,085

為替差損 130,495

その他 2,003

営業外費用合計 257,293

経常利益 77,688
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(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) 

特別利益  

固定資産売却益 1,778

貸倒引当金戻入額 11,130

投資損失引当金戻入額 17,485

特別利益合計 30,394

特別損失  

固定資産売却損 183

固定資産除却損 20,031

たな卸資産評価損 87,580

退職給付制度一部終了損 380,247

特別損失合計 488,042

税金等調整前四半期純損失（△） △379,959

法人税、住民税及び事業税 149,858

過年度法人税等 9,061

法人税等調整額 191,482

法人税等合計 350,402

四半期純損失（△） △730,361
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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損失（△） △379,959

減価償却費 438,160

のれん償却額 24,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 77,078

賞与引当金の増減額（△は減少） △322,073

退職給付引当金の増減額（△は減少） 476,974

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,100

投資損失引当金の増減額（△は減少） △17,485

受取利息及び受取配当金 △29,918

支払利息 68,708

有形固定資産売却損益（△は益） △1,595

有形固定資産除却損 20,031

たな卸資産評価損 87,580

売上債権の増減額（△は増加） 152,289

たな卸資産の増減額（△は増加） △770,057

仕入債務の増減額（△は減少） 43,026

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,896

その他 580,819

小計 460,352

利息及び配当金の受取額 30,482

利息の支払額 △74,544

退職金制度への移行に伴う支払額 △609,572

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 21,274

営業活動によるキャッシュ・フロー △172,006

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 △1,494,584

有形固定資産の売却による収入 2,982

無形固定資産の取得による支出 △27,273

投資有価証券の取得による支出 △109,055

貸付けによる支出 △74,263

貸付金の回収による収入 610

その他 △3,526

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,705,110

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） 1,311,226

長期借入れによる収入 1,514,200

長期借入金の返済による支出 △219,130

自己株式の取得による支出 △46,116

配当金の支払額 △201,144

その他 △3,401

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,355,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 △290,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 187,611

現金及び現金同等物の期首残高 1,858,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,045,705
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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） 

 

食品加工機械

製造販売事業

(千円) 

食品製造 

販売事業 

(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 10,184,283 2,786,689 12,970,973 － 12,970,973

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 

15,696 187 15,884 (15,884) －

計 10,199,980 2,786,877 12,986,857 (15,884) 12,970,973

営業利益 1,094,209 77,869 1,172,079 (947,394) 224,684

(注) １ 事業区分の方法 

  当社および連結子会社の取扱い商品および製品をその種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性に基

づき判別し、食品加工機械製造販売事業と食品製造販売事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要商品および製品 

事業区分 売上区分 主要商品および製品 

食品成形機 
万能自動包あん機（N209型・卓上包あん機）、火星人
（CN010型・CN500型・CN600型・KN500型・KN508型・
KN550型・WN055型・WN056型・WN066型）、ロボットEP 

製パンライン等 

ストレスフリーV４ システム、ストレスフリーVMシステ
ム、V４ フリーデバイダー、ツインデバイダー、フリーデ
バイダーVs、ADライン、リングエクストルーダーライ
ン、マルチコエクストルーダーライン、MMライン、HMラ
イン、EZテーブルライン、コンパクトEZテーブル、マル
チヘッドインクラスターライン、USライン、ミニスチー
マー、コンパクトパンナー、クワトロフォーマー、マル
チサンドライン 

修理その他 部品、オプション、技術指導料、修理工賃 

食品加工機械 
製造販売事業 

仕入商品 オーブン、ミキサー、包装機等の他社よりの仕入商品 

 食品製造販売 
 事業 

食品 
クロワッサン、デニッシュペストリー、クッキー類 
天然酵母パン種 
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【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） 

 
日本 

(千円) 

北米 

(千円) 

ヨーロッパ

(千円) 

アジア 

(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 

6,326,722 3,372,592 2,505,238 766,420 12,970,973 － 12,970,973

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,888,326 3 1,415 － 2,889,745 (2,889,745) －

計 9,215,048 3,372,595 2,506,653 766,420 15,860,718 (2,889,745) 12,970,973

営業利益 722,450 82,319 209,466 122,464 1,136,700 (912,015) 224,684

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………………………アメリカ合衆国 

(2) ヨーロッパ………………ドイツ 

(3) アジア……………………台湾 

 

【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） 

 北米・南米 ヨーロッパ アジア・オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,372,592 2,505,238 766,420 6,644,251

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 12,970,973

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

26.0 19.3 5.9 51.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・南米………………アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル 

(2) ヨーロッパ………………ドイツ、スペイン、イタリア、イギリス、ロシア 

(3) アジア・オセアニア……台湾、中国、韓国、オーストラリア 

３ 海外売上高は、海外連結子会社における売上高であります。 

 

(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」 

 （１）（要約）前四半期連結損益計算書 

                               (単位：千円） 

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 

金額 

Ⅰ 売上高 13,203,768

Ⅱ 売上原価 6,436,781

   売上総利益 6,766,986

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,176,305

   営業利益 590,681

Ⅳ 営業外収益 

 1 受取利息 27,057

 2 受取配当金 7,718

 3 廃品処分収入 30,652

 4 為替差益 12,000

 5 その他 49,014

  営業外収益合計 126,443

Ⅴ 営業外費用 

 1 支払利息 124,359

 2 貸倒引当金繰入額 2,100

 3 たな卸資産廃却損 5,327

 4 その他 6,204

  営業外費用合計 137,991

   経常利益 579,133

Ⅵ 特別利益 

 1 貸倒引当金戻入益 7,111

 2 固定資産売却益 1,712

 3 投資有価証券償還益 14,019

  特別利益合計 22,843

Ⅶ 特別損失 

 1 固定資産売却損 432

 2 固定資産除却損 9,703

 3 投資有価証券売却損 17

 4 貸倒引当金繰入額 370

  特別損失合計 10,524

   税金等調整前四半期純利益 591,453

   法人税、住民税及び事業税 116,345

   過年度法人税、住民税及び事業税 △467

   法人税等調整額 323,446

   四半期純利益 152,128
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