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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 10,669 △9.6 △670 ― △668 ― △728 ―
20年12月期第1四半期 11,804 17.6 △168 ― △183 ― △119 ―

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12月期第1四半期 △8.84 ―
20年12月期第1四半期 △1.46 ―

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12月期第1四半期 45,617 15,316 33.5 185.75
20年12月期 51,064 16,626 32.5 201.64

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  15,301百万円 20年12月期  16,610百万円

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12月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― 3.00 3.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

24,600 △3.7 130 54.4 130 44.7 △240 ― △2.91

通期 49,700 △5.3 1,330 488.0 1,120 472.1 330 18.9 4.01
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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  無  

(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、５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。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号た
だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、事業を取り巻く経済情勢、市場の動向等
に関わるリスクや不確定要因により予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 82,454,954株 20年12月期  82,454,954株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  76,136株 20年12月期  75,123株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 82,378,996株 20年12月期第1四半期 82,381,247株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融不安による企業収益の大幅な減少と雇用情勢の

急速な悪化により非常に厳しい状況で推移いたしました。  

 当油脂加工業界におきましても油脂原料価格の記録的な乱高下の影響と景気後退による国内需要の

低迷により、予断を許さない状況が続いております。  

このような状況のなかで、当社グループは市場ニーズに即応した販売活動と商品開発を推進し、市

場の確保と収益の確保に努めるとともに業務改善による効率向上とコスト削減に注力いたしました。

しかしながら、需要の低迷と急激な低価格化の影響により大変厳しい状況で推移いたしました。ま

た、安定供給を考慮して確保した一部原材料の急激な価格の下落に伴い、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」を適用したことによる業績への影響額も大きな要因となっております。 

この結果、売上高は106億6千9百万円、営業損失は6億7千万円、経常損失は6億6千8百万円、四半期

純損失は7億2千8百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。  

  

≪油脂系事業≫  

食用油脂事業は、油脂原料価格の乱高下の影響が続くなか、主要需要先である製パン業界、製菓業

界、即席麺業界に対するマーガリン、ショートニングなど主力製品の販売が、消費の後退と消費者の

低価格志向の一層の強まりにより、低調に推移し厳しい状況となりました。  

 工業用油脂事業は、景気後退による市場低迷により、主要需要先である界面活性剤、ゴム、トイレ

タリー、潤滑油等の業界への脂肪酸やグリセリンの売上が大きく減少いたしました。  

その結果、売上高は91億3千2百万円、営業損失は6億9千8百万円となりました。 

  

≪化成品事業≫    

環境改善関連事業につきましては、飛灰処理薬剤市場における重金属固定剤「ＮＥＷエポルバ

880」が堅調に推移しましたが、排水処理薬剤市場における重金属処理剤は主要需要先である電子材

料業界等の生産稼働率の低下により需要が減少いたしました。  

 界面活性剤関連事業につきましては、高付加価値商品のローションティッシュ用ローション剤と化

粧品原料基剤「Ｍファインオイルシリーズ」が堅調に推移いたしましたが、自動車や半導体等に使用

されております産業用界面活性剤の売上の落ち込みをカバーするには至りませんでした。  

その結果、売上高は14億8千万円、営業損失は9百万円となりました。 

  

・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
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前連結会計年度末に比べ、当第１四半期連結会計期間末の総資産は54億4千6百万円減少し、純資産

は13億1千万円減少しました。この結果、自己資本比率は33.5％、１株当たり純資産は185円75銭とな

りました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ資金は2億8千3百万円減少し、40億1千3百万円となりました。当第１四半期連結会計

期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によって使用された資金は、5億1百万円となりました。これは、主に売上債権の減少41億

3千2百万円およびたな卸資産の減少7億5千万円等による資金の増加があった一方、税金等調整前四半

期純損失12億4千2百万円および仕入債務の増加38億3千7百万円等による資金の減少があったことによ

るものです。 

投資活動によって得られた資金は、1億8千7百万円となりました。これは、主に投資有価証券の売

却3億7千3百万円による資金の増加に対し、生産設備の老朽化に伴う工事等による有形固定資産の取

得2億7百万円による資金の減少があったことによるものです 

財務活動によって得られた資金は、3千1百万円となりました。これは、主に短期借入金の純増加額

3億5千万円による資金の増加に対し、長期借入金の返済8千7百万円および配当金の支払い2億3千1百

万円による資金の減少があったことによるものであります。 

  

平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年2月16日に公表いたしました「平成20年12月

期決算短信」の業績予想から変更はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

ミヨシ油脂㈱（4404）平成21年12月期　第１四半期決算短信 

- 4 -



該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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。なお、四半期連結財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四

半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

  

②「棚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 最終改正平成

20年９月26日 企業会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準について

は、主として月次総平均法による原価法から主として月次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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が587百万円、経常損失が587百万円、税

金等調整前四半期純損失が1,352百万円それぞれ増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

③「リース取引に関する会計基準」等の適用  

「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 最終改正平成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 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１

四半期連結会計期間から適用し、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てお

ります。 

また、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、残存価額を零とし

て算定する方法によっております。  

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、引き続き賃貸借取引に係る会計処理を行っております。  

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)を契機に見

直しを行い、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用

年数に変更しております。  

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ26百万円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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)

(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

  追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,013 4,296

受取手形及び売掛金 11,076 15,144

商品及び製品 2,250 2,389

仕掛品 716 682

原材料及び貯蔵品 2,396 3,042

その他 1,239 585

貸倒引当金 △12 △18

流動資産合計 21,680 26,122

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,679 5,782

機械装置及び運搬具（純額） 4,470 4,702

土地 4,570 4,570

その他（純額） 382 360

有形固定資産合計 15,102 15,416

無形固定資産   

その他 469 504

無形固定資産合計 469 504

投資その他の資産   

投資有価証券 6,703 7,461

その他 1,727 1,622

貸倒引当金 △65 △63

投資その他の資産合計 8,364 9,020

固定資産合計 23,936 24,941

資産合計 45,617 51,064
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,748 12,585

短期借入金 11,325 10,975

1年内返済予定の長期借入金 418 420

1年内償還予定の社債 4,000 4,000

未払法人税等 18 164

その他 1,749 1,865

流動負債合計 26,260 30,010

固定負債   

長期借入金 690 777

退職給付引当金 2,699 2,950

役員退職慰労引当金 470 516

その他 179 183

固定負債合計 4,040 4,427

負債合計 30,301 34,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,541 7,541

資本剰余金 4,018 4,018

利益剰余金 3,308 4,283

自己株式 △21 △21

株主資本合計 14,846 15,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 390 767

繰延ヘッジ損益 △17 △24

為替換算調整勘定 82 46

評価・換算差額等合計 455 789

少数株主持分 14 15

純資産合計 15,316 16,626

負債純資産合計 45,617 51,064
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,669

売上原価 9,835

売上総利益 834

販売費及び一般管理費 1,505

営業損失（△） △670

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 21

持分法による投資利益 30

その他 36

営業外収益合計 92

営業外費用  

支払利息 74

その他 17

営業外費用合計 91

経常損失（△） △668

特別利益  

投資有価証券売却益 192

その他 4

特別利益合計 196

特別損失  

たな卸資産評価損 764

その他 5

特別損失合計 770

税金等調整前四半期純損失（△） △1,242

法人税、住民税及び事業税 5

法人税等調整額 △519

法人税等合計 △513

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △728
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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（△） △1,242

減価償却費 434

退職給付引当金の増減額（△は減少） △251

受取利息及び受取配当金 △25

支払利息 74

持分法による投資損益（△は益） △30

投資有価証券売却損益（△は益） △192

売上債権の増減額（△は増加） 4,132

たな卸資産の増減額（△は増加） 750

仕入債務の増減額（△は減少） △3,837

その他 △151

小計 △340

利息及び配当金の受取額 31

利息の支払額 △56

法人税等の支払額 △136

営業活動によるキャッシュ・フロー △501

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 373

有形固定資産の取得による支出 △207

貸付金の回収による収入 19

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 187

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） 350

長期借入金の返済による支出 △87

自己株式の純増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △231

財務活動によるキャッシュ・フロー 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △283

現金及び現金同等物の期首残高 4,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,013

ミヨシ油脂㈱（4404）平成21年12月期　第１四半期決算短信 

- 9 -



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。なお、四半期連結財務諸表

は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年

８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸

表規則」を適用しております。 

  

該当する事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類、性質および製造方法に応じて、油脂系事業、化成品事業、その他にセグメンテー

ションしております。  

２ 各事業区分の主要製品等 

 (1) 油脂系事業…マーガリン、ショートニング、ラード、粉末油脂、ホイップクリーム、その他食用加工油

脂、脂肪酸、グリセリン、工業用石鹸、その他工業用油脂、原料油脂等 

 (2) 化成品事業…繊維用処理剤、消泡剤、香粧品原料、重金属捕集剤、重金属固定剤、その他各種界面活性剤

 (3) その他………不動産賃貸  

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（棚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 終改正平成20年９月26

日 企業会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として月次総

平均法による原価法から主として月次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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失は油脂系事業が574百万円、化成品事業が13百万円

それぞれ増加しております。 

４ 追加情報 

追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載のとおり、法人税法の改正を契機に見直しを行い、当第

１四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更しております。

これにより、営業損失は油脂系事業が27百万円増加、化成品事業が2百万円減少し、営業利益はその他が1百

万円減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)  

該当する事項はありません。(本国以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支

店はありません。)  

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日)  

該当する事項はありません。(海外売上高は、連結売上高の10％未満でありますので、記

載を省略しております。) 

  

該当する事項はありません。 

(5) セグメント情報

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

油脂系事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,132 1,480 56 10,669 ― 10,669

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

72 ― 35 108 (108) ―

計 9,204 1,480 92 10,777 (108) 10,669

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△698 △9 37 △670 (―) △670

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

 

  

「参考」

(1)（要約）四半期連結損益計算書

（単位:百万円）

科    目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

金     額

Ⅰ 売上高 11,804

Ⅱ 売上原価 10,335

   売上総利益 1,468

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,636

   営業損失 △168

Ⅳ 営業外収益 108

Ⅴ 営業外費用 124

   経常損失 △183

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 8

   税金等調整前四半期純損失 △192

   税金費用 △72

   少数株主利益 (減算) 0

   四半期純損失 △119
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位:百万円）

科    目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

金     額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純損失 △192

 ２ 減価償却費 451

 ３ 受取利息及び配当金           △55

 ４ 支払利息                78

 ５ 売上債権の減少額 1,713

 ６ たな卸資産の増加額 △1,079

 ７ 仕入債務の減少額 △510

 ８ その他                △333

    小計 71

 ９ 利息及び配当金の受取額 66

 10 利息の支払額 △46

 11 法人税等の支払額 △18

   営業活動によるキャッシュ・フロー 72

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得による支出 △1

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △226

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △5

 ４ その他 5

   投資活動によるキャッシュ・フロー △227

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 借入金の純減少額 △521

 ２ 配当金の支払額             △230

 ３ その他                △0

   財務活動によるキャッシュ・フロー △752

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △907

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,133

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,226
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