
平成21年4月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成21年3月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 サトウ食品工業（株） 登記社名 佐藤食品工業（株） 上場取引所 東 

コード番号 2923 URL http://www.satosyokuhin.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐藤 功

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 笠原 康司 TEL 025-275-1100

四半期報告書提出予定日 平成21年3月17日

1.  平成21年4月期第3四半期の業績（平成20年5月1日～平成21年1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4月期第3四半期 20,998 ― 1,104 ― 1,333 ― 718 ―

20年4月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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4月期第3四半期 148.53 ―

20年4月期第3四半期 ― ―

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4月期第3四半期 28,856 8,707 30.2 1,812.31
20年4月期 25,025 8,156 32.6 1,659.69

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  8,707百万円 20年4月期  8,156百万円

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4月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年4月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 26,700 △1.7 880 191.1 1,090 314.6 550 5.9 113.89

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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4月期第3四半期  5,075,500株 20年4月期  5,075,500株

② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  270,899株 20年4月期  160,899株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第3四半期  4,837,282株 20年4月期第3四半期  4,914,647株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。 
2.当社は、当事業年度より非連結会社となっております。 
3.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。  
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な金融市場の混乱を
背景とした、株価の下落や円高の進行による企業収益の減少や雇用情勢の悪化など、景気の減退感が急速
に増す状況となりました。 
食品業界におきましては、所得の伸び悩みや雇用情勢の悪化などによる生活防衛意識の高まりから個人

消費が抑制されるとともに、事故米の不正流通事件が発生するなど、消費者の加工食品に対する「食の安
全・安心」に対する厳しさが一層増しており、今まで以上に品質管理の強化や環境問題への対応等、企業
の社会的責任がますます求められております。 
このような状況の中で、当社はコンプライアンス及び食の安全・安心の更なる確保に向け、平成20年９

月に北海道工場の包装米飯製造についてＩＳＯ22000：2005の認証を取得し、他工場展開に取り組んでお
ります。また、製造コストの上昇に対応すべく、テレビＣＭ及び販促企画の抑制等の経費削減に努めると
ともに、生産効率の向上及び業務の効率化に取り組んでまいりました。 
部門別の包装餅部門につきましては、値上がりしたカップめんやパンなど簡便な加工食品に代わり、家

庭内調理をともなう手作り志向と節約志向が重なり、９月までは順調に推移いたしましたが、平成20年産
もち米価格の値上げや包装資材等製造コスト上昇のため、10月より包装餅製品について平均５％の値上げ
を実施いたしました。その結果、当第３四半期累計期間における包装餅の売上高は115億53百万円となり
ました。 
包装米飯部門につきましては、包装資材等製造コスト上昇を経営努力により吸収すべく、テレビＣＭや

販促企画を抑制するとともに、低価格帯対抗商品の販売促進費低減に取り組んでまいりました。その結
果、当第３四半期累計期間における包装米飯の売上高は94億29百万円となりました。 
以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は209億98百万円となりました。 
利益面につきましては、原材料費や燃料費等の製造コスト上昇により収益を圧迫する状況となりました

が、広告宣伝費及び販売促進費等の販売費及び一般管理費の削減に加え受取手数料の増加により、営業利
益は11億４百万円、経常利益は13億33百万円、四半期純利益は７億18百万円となりました。 
 なお、当社は主力製品である包装餅が季節商品（特に鏡餅）であり、その販売が年末に集中するため、
第３四半期会計期間の売上高及び利益が他の四半期会計期間に比べ高くなる傾向があります。 
当第３四半期累計期間の部門別売上高の状況は次のとおりであります。 

 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

(流動資産) 
当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は171億82百万円となり、前事業年度末に比較し37億

８百万円増加いたしました。  
 これは、原材料が減少（前事業年度末比17億84百万円減）いたしましたが、四半期会計期間末日が金融
機関の休日であったため、支払手形の決済が翌月になったことによる現金及び預金の増加（同３億29百万
円増）、12月の売上高増加にともなう受取手形及び売掛金の増加（同52億４百万円増）が主な要因となっ
ております。 
(固定資産) 
当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は116億74百万円となり、前事業年度末に比較し１億

22百万円増加いたしました。 
これは、東港工場の包装米飯生産設備移設及び改修にともなう、機械及び装置の増加(前事業年度末比

２億39百万円増)が主な要因となっております。 
(流動負債) 
当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は161億19百万円となり、前事業年度末に比較し31億

42百万円増加いたしました。 
 これは、四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、支払手形の決済が翌月になったことによ
る支払手形及び買掛金の増加（前事業年度末比６億71百万円増）、短期借入金の増加(同16億50百万円
増)、未払法人税等の増加（同４億72百万円増）が主な要因となっております。 
(固定負債) 
当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は40億29百万円となり、前事業年度末に比較し１億38

百万円増加いたしました。 

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

事 業 部 門 売 上 高(百万円) 構 成 比(％)
前年同期比 
増減率(％)

包   装   餅 11,553 55.0 △3.1

包 装 米 飯 9,429 44.9 △3.7

そ   の   他 15 0.1 0.7

合      計 20,998 100.0 △3.3

2. 財政状態に関する定性的情報
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これは、東港工場の包装米飯生産設備移設及び改修にともなう設備資金としての長期借入金の増加（前
事業年度末比１億11百万円増）が主な要因となっております。 
(純資産) 
当第３四半期会計期間末における純資産の残高は87億７百万円となり、前事業年度末に比較し５億50百

万円増加いたしました。  
 これは、自己株式の取得により減少（自己株式の前事業年度末比１億35百万円増）しておりますが、四
半期純利益（累計期間）計上による利益剰余金の増加（前事業年度末比６億59百万円増）が主な要因とな
っております。  
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

営業活動の結果支出した資金は、６百万円となりました。これは、税引前四半期純利益、減価償却費、
たな卸資産の減少及び仕入債務の増加により資金は増加したものの、売上債権の増加による資金の減少が
主なものとなっております。 
 投資活動の結果支出した資金は、10億81百万円となりました。これは、東港工場の包装米飯生産設備移
設及び改修にともなう、有形固定資産の取得による支出が主なものとなっております。 
 財務活動の結果得られた資金は、14億14百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出が
あったものの、運転資金としての短期借入金の増加及び東港工場設備資金としての長期借入れの実行によ
る収入が主なものとなっております。 
 以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末の残高は、前事業年度末と比較し３億26百
万円増加し、３億48百万円となりました。 
  

通期の業績予想につきましては、当第３四半期が概ね想定範囲以内で推移しておりますので、平成20年
12月９日に公表しました業績予想の変更はしておりません。 

  

1. 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、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。 
2. 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 

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す
る方法によっております。 
 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、一時差異の
発生状況に著しい変化がないと認められるため、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。 

  

1. 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。 

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、主として総平均法による原価法によって
おりましたが、第１四半期会計期間より「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。 
 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ
6,945千円減少しております。 

  
（追加情報） 
当社の機械及び装置については、従来耐用年数を９～12年としておりましたが、第１四半期会計期間

より10年に変更しております。 
 この変更は、法人税法の改正を契機として固定資産の経済的耐用年数を見直したものであります。 
 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ
61,849千円減少しております。 

3. 業績予想に関する定性的情報

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
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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21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,001,272 1,671,343

受取手形及び売掛金 9,680,336 4,475,693

製品 1,125,053 743,461

原材料 3,856,454 5,641,422

仕掛品 268,346 432,531

その他 260,126 513,993

貸倒引当金 △8,900 △4,100

流動資産合計 17,182,689 13,474,346

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,512,838 2,557,132

機械及び装置（純額） 3,826,332 3,586,613

土地 1,802,955 1,802,955

その他（純額） 278,649 354,320

有形固定資産合計 8,420,776 8,301,022

無形固定資産 9,530 9,571

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 2,374,879 2,404,829

その他 893,753 860,137

貸倒引当金 △24,830 △24,430

投資その他の資産合計 3,243,802 3,240,536

固定資産合計 11,674,110 11,551,130

資産合計 28,856,799 25,025,476
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,882,735 1,211,666

短期借入金 10,550,000 8,900,000

未払法人税等 482,000 10,000

賞与引当金 117,342 246,621

引当金 － 8,300

その他 3,087,579 2,600,569

流動負債合計 16,119,658 12,977,157

固定負債   

長期借入金 3,314,824 3,203,592

退職給付引当金 486,686 458,130

引当金 100,199 95,924

その他 127,988 133,948

固定負債合計 4,029,699 3,891,596

負債合計 20,149,357 16,868,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 543,775 543,775

資本剰余金 506,000 506,000

利益剰余金 7,856,716 7,197,202

自己株式 △305,467 △169,947

株主資本合計 8,601,023 8,077,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,419 79,693

評価・換算差額等合計 106,419 79,693

純資産合計 8,707,442 8,156,722

負債純資産合計 28,856,799 25,025,476
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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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 20,998,175

売上原価 13,666,203

売上総利益 7,331,972

販売費及び一般管理費 6,227,354

営業利益 1,104,617

営業外収益  

受取利息 5,694

受取配当金 4,840

受取賃貸料 128,623

受取手数料 300,489

その他 62,579

営業外収益合計 502,227

営業外費用  

支払利息 183,147

賃貸費用 74,251

その他 16,259

営業外費用合計 273,657

経常利益 1,333,187

特別利益  

固定資産売却益 4,288

特別利益合計 4,288

特別損失  

固定資産売却損 64

固定資産除却損 9,898

投資有価証券評価損 16,285

特別損失合計 26,248

税引前四半期純利益 1,311,227

法人税、住民税及び事業税 473,325

法人税等調整額 119,413

法人税等合計 592,738

四半期純利益 718,489
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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５月１日 
 至 平成21年１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 1,311,227

減価償却費 921,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,200

賞与引当金の増減額（△は減少） △129,278

受取利息及び受取配当金 △10,534

支払利息 183,147

売上債権の増減額（△は増加） △5,204,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,575,898

仕入債務の増減額（△は減少） 671,069

未払消費税等の増減額（△は減少） 129,641

その他 464,772

小計 △82,228

法人税等の支払額 △12,063

法人税等の還付額 87,802

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,488

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 △1,098,923

投資有価証券の取得による支出 △4,469

その他 21,706

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,081,686

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） 1,650,000

長期借入れによる収入 850,000

長期借入金の返済による支出 △719,352

利息の支払額 △171,989

自己株式の取得による支出 △135,520

配当金の支払額 △58,925

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,414,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 326,037

現金及び現金同等物の期首残高 22,107

現金及び現金同等物の四半期末残高 348,144
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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。 

  

  
当第３四半期（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日） 

  （単位：千円） 

 
※ 平成20年７月に東京証券取引所の終値取引(ＴoＳＴＮeＴ-２)により、135,520千円取得しております。 

  

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年４月30日残高 543,775 506,000 7,197,202 △169,947 8,077,029

当第３四半期会計期間末までの変
動額

 剰余金の配当 △58,975 △58,975

 四半期純利益 △718,489 718,489

 自己株式の取得 ※ △135,520 △135,520

当第３四半期会計期間末までの変
動額合計

― ― △659,514 △135,520 523,994

平成21年１月31日残高 543,775 506,000 7,856,716 △305,467 8,601,023
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）前四半期損益計算書 

 
(2) (要約)前四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
   (注）当社は、当期より非連結開示となっております。よって、前第３四半期累計期間は四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書を開示したため、個別キャッシュ・フロー計算書は未開示となっておりましたので、参
考値として記載しております。 

【参考】

前第３四半期累計期間
(自 平成19年５月１日 

  至 平成20年１月31日)

科目 金額(千円)

Ⅰ 売上高 21,721,403
Ⅱ 売上原価 14,076,705
   売上総利益 7,644,697
Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,254,361
   営業利益 390,336
Ⅳ 営業外収益 181,447
Ⅴ 営業外費用 221,655
   経常利益 350,128
Ⅵ 特別利益 44,413
Ⅴ 特別損失 41,508
   税引前四半期純利益 353,032
   法人税等 △ 156,798
   四半期純利益 509,831

前第３四半期累計期間 
(自 平成19年５月１日 

  至 平成20年１月31日)
区分 金額(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー
 税引前四半期純利益 353,032

 減価償却費 804,448

 減損損失 34,280

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,380

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 125,268

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △ 721,845

 受取利息及び受取配当金 △ 9,719

 支払利息 175,758

 売上債権の増減額（△は増加） △ 5,758,999

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,106,330

 仕入債務の増減額（△は減少） 529,065

 未収消費税等の増減額（△は増加） 148,823

 未払消費税等の増減額（△は減少） 114,018
 その他 218,187

 小計 △ 5,338,170
 法人税等の支払額 △ 48,456

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 5,386,626

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 △ 254,903

 投資有価証券の取得による支出 △ 466
 その他 7,547

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 247,822

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） 6,600,000

 長期借入金の返済による支出 △ 711,796

 利息の支払額 △ 193,814

 自己株式の取得による支出 △ 125
 配当金の支払額 △ 49,192

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,645,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,623

現金及び現金同等物の期首残高 74,743

現金及び現金同等物の中間期末残高 85,366
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