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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 10,385 ― 21 ― △31 ― △47 ―
20年3月期第3四半期 10,221 5.4 238 △26.8 205 △34.3 83 △48.0

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 △4.14 ―
20年3月期第3四半期 7.33 ―

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 14,707 6,553 44.6 575.19
20年3月期 14,460 6,562 45.4 575.90

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,553百万円 20年3月期  6,562百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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 13,680 4.3 33 △66.3 △37 ― △41 ― △3.60

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 
・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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３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。 
・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 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  11,400,000株 20年3月期  11,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,789株 20年3月期  5,069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  11,394,525株 20年3月期第3四半期  11,396,371株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融市場の混乱に端を発した世界的金融危機の影響を大

きく受け、株式市場の大幅な変動や急激な円高の影響などにより先行きの不透明感が増幅し、景気後退が顕著になっ

てきました。これに伴い、上期前半に高騰した原油価格や食糧価格は落ち着きを取り戻したものの、企業業績の急激

な悪化を背景とした雇用不安の影響を受け個人消費の買い控え傾向に拍車がかかり消費マインドは落ち込んでおり当

面の深刻化が懸念される状況となりました。  

 このような状況下、当社グループは年初から高騰した原材料、動力費の増加に対応するため、取扱製品の市場環境

に見合った販売価格の値上げを実施してまいりました。当第３四半期連結会計期間（平成20年10月から12月）に入り

ますと原材料価格の落ち着きと原油価格の低下により値上げ効果が浸透してまいりました。また、健康食品素材は順

調に販売を拡大してまいりましたが、前期大きく販売を延ばしたカラメルシラップ、タブレットが景気悪化に伴う消

費マインドの落ち込みによるデザート関連市場の不振にともない販売が減少しております。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比1.6％増の103億85百万円と前年同期を上回りました

が、利益面では、年初からの原材料費、動力費の大幅な高騰による原価高と棚卸資産評価損ならびに年金資産評価損

の発生に伴う退職給付費用の計上等により、営業利益21百万円（前年同期比91.0％減）、経常損失31百万円（前年同

期は経常利益２億５百万円）、四半期純損失47百万円（前年同期は純利益83百万円）となりました。なお、前年同期

比は参考として記載しております。 

   部門業績は次のとおりであります。 

○カラメル製品部門 

 着色料カラメルの販売は飲料関連を中心に堅調に推移いたしましたが、景気悪化の影響での消費マインドの落ち

込みによる外食産業・洋菓子業界等へのカラメルシラップ及びプリン用タブレット販売が減少したことから、売上

高は22億35百万円（前年同期比5.0％減）となりました。 

○粉末製品部門 

 ＰＢ品やオープンプライス品等の即席加工食品市場が好調なことから粉末味噌、粉末醤油、粉末ソース等の即席

麺用調味料が増加し、また、健康食品素材関連製品が好調に推移したことから、売上高は21億38百万円（前年同期

比11.6％増）となりました。 

○凍結乾燥製品部門 

 凍結乾燥製品の主力である粉末山芋が製菓、製麺市場での原料高の影響を受け、安価な海外品及び熱風乾燥品タ

イプへ移行していることから、売上高は５億13百万円（前年同期比13.4％減）となりました。 

○造粒製品部門 

 健康食品素材関連製品が今期も順調に販売拡大したことと、スポーツ飲料関係の品種が増加したことから、売上

高は25億２百万円（前年同期比14.6％増）となりました。 

○ブレンド製品部門 

 輸出用粉末味噌汁及びスープ製品が増加したことと病院向け、嗜好飲料関連の製品が増加したことから、売上高

は９億23百万円（前年同期比21.2％増）となりました。 

○その他製品・商品部門 

 平成20年初めに起った中国輸入冷凍食品問題に端を発した一連の報道から中国製品に対する消費者離れの影響が

依然継続しており、粉末茶及び乾燥野菜製品の輸入が減少したことから、売上高は20億70百万円（前年同期比

14.3％減）となりました。 

   

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は147億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億46百万円増加いたし

ました。これは主に、資産では、受取手形及び売掛金の増加等によるものであります。 

 負債は、81億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億55百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金

の増加、長期借入金の減少等によるものであります。 

 純資産は、65億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ８百万円減少いたしました。これは主に、その他有価証

券評価差額金の増加、利益剰余金の減少等によるものであります。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億93百万円となりまし

た。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は11百万円となりました。 

 これは主に、売上債権の増加額８億37百万円、減価償却費６億72百万円等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） 

 投資活動の結果使用した資金は３億28百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出３億36百万円等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） 

 財務活動の結果得られた資金は１億17百万円となりました。 

 これは主に、短期借入金の増加額５億94百万円、長期借入金の返済による支出３億84百万円等によるものでありま

す。 

   

 通期の業績予想につきましては、平成20年11月10日に公表いたしました平成21年３月期の連結及び個別の業績予

想を修正しております。 

 修正の内容並びに修正の理由につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

   

 該当事項はありません。  

   

  

・ 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により棚卸高

を算定しております。また、棚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。 

  

・ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

 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 「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 「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総平均法による原価法から総平均法による原価

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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は17,802千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失は、それぞれ17,802千円増加しております。 
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（追加情報） 

当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を９年～12年としておりましたが、第１

四半期連結会計期間より10年に変更しました。 

この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、改正後の法人

税法に基づく耐用年数とするものであります。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は15,471千円増加し、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失は、それぞれ15,471千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：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 1,623,034 1,855,138

受取手形及び売掛金 3,712,583 2,853,312

有価証券 1,394 1,394

商品 427,782 422,257

製品 765,285 756,915

原材料 587,226 650,017

仕掛品 296,412 299,681

繰延税金資産 263,253 268,130

その他 329,699 307,129

貸倒引当金 △31,147 △7,812

流動資産合計 7,975,525 7,406,166

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,127,323 2,238,926

機械装置及び運搬具（純額） 2,372,081 2,628,840

その他（純額） 431,947 440,088

有形固定資産合計 4,931,352 5,307,855

無形固定資産 32,190 32,205

投資その他の資産   

投資有価証券 967,774 743,285

繰延税金資産 436,542 476,613

その他 370,571 509,153

貸倒引当金 △6,257 △14,348

投資その他の資産合計 1,768,631 1,714,704

固定資産合計 6,732,174 7,054,766

資産合計 14,707,699 14,460,932
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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 1,888,058 1,608,242

短期借入金 3,011,472 2,418,312

未払法人税等 94 79,444

賞与引当金 102,081 205,670

役員賞与引当金 1,501 2,000

その他 547,874 681,830

流動負債合計 5,551,082 4,995,499

固定負債   

長期借入金 1,163,416 1,547,560

退職給付引当金 1,385,722 1,301,902

その他 53,612 53,612

固定負債合計 2,602,750 2,903,074

負債合計 8,153,833 7,898,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,588,978 3,727,329

自己株式 △1,803 △1,558

株主資本合計 6,290,785 6,429,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 294,000 154,197

為替換算調整勘定 △30,918 △21,219

評価・換算差額等合計 263,081 132,978

純資産合計 6,553,866 6,562,359

負債純資産合計 14,707,699 14,460,932
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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 10,385,138

売上原価 8,640,668

売上総利益 1,744,470

販売費及び一般管理費 1,723,071

営業利益 21,399

営業外収益  

受取利息 2,348

受取配当金 11,931

その他 12,310

営業外収益合計 26,589

営業外費用  

支払利息 42,377

持分法による投資損失 15,445

為替差損 17,223

その他 4,941

営業外費用合計 79,988

経常損失（△） △31,999

特別損失  

関係会社出資金評価損 22,654

固定資産除却損 10,485

リース解約損 922

投資有価証券評価損 566

保険解約損 562

特別損失合計 35,192

税金等調整前四半期純損失（△） △67,192

法人税、住民税及び事業税 16,380

法人税等調整額 △36,381

法人税等合計 △20,000

四半期純損失（△） △47,191
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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（△） △67,192

減価償却費 672,926

固定資産除却損 10,485

投資有価証券評価損益（△は益） 566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,243

賞与引当金の増減額（△は減少） △103,588

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83,820

受取利息及び受取配当金 △14,279

支払利息 42,377

為替差損益（△は益） 9,819

持分法による投資損益（△は益） 15,445

関係会社出資金評価損 22,654

売上債権の増減額（△は増加） △837,716

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,907

その他の流動資産の増減額（△は増加） 99,521

仕入債務の増減額（△は減少） 261,234

その他の流動負債の増減額（△は減少） △109,117

その他 11,257

小計 168,868

利息及び配当金の受取額 14,381

利息の支払額 △45,666

法人税等の支払額 △148,806

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,221

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000

有価証券の取得による支出 △398

有価証券の償還による収入 398

有形固定資産の取得による支出 △336,406

有形固定資産の除却による支出 △1,440

投資有価証券の取得による支出 △4,708

貸付けによる支出 △36,040

貸付金の回収による収入 31,530

保険積立金の解約による収入 13,599

その他の支出 △3,923

その他の収入 8,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,560
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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) 

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） 594,000

長期借入金の返済による支出 △384,984

自己株式の取得による支出 △244

配当金の支払額 △91,151

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,619

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,104

現金及び現金同等物の期首残高 1,825,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,593,034
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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） 

  当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、該当事項はありません。 

  

  

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に占める割合が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） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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（千円）

Ⅰ 売上高  10,221,416

Ⅱ 売上原価  8,333,698

売上総利益  1,887,718

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,649,436

営業利益  238,281

Ⅳ 営業外収益      

受取利息及び配当金   13,473

その他  23,717

営業外収益合計  37,190

Ⅴ 営業外費用      

支払利息  47,791

持分法による投資損失  4,043

その他  18,211

営業外費用合計  70,046

経常利益  205,425

Ⅵ 特別利益      

特別利益合計  ―

Ⅶ 特別損失      

固定資産除却損  30,626

役員退職慰労加算金  16,162

役員年金解約損  4,822

役員退職慰労金  2,014

固定資産売却損  379

特別損失合計  54,004

税金等調整前四半期純利益  151,420

税金費用  67,906

四半期純利益  83,514
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