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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 14,763 3.6 718 △3.2 701 3.3 238 △26.2

20年3月期 14,249 5.0 742 7.0 679 4.0 323 △17.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 24.55 ― 4.7 7.3 4.9
20年3月期 32.90 ― 6.4 7.1 5.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 9,878 5,115 51.8 529.66
20年3月期 9,407 5,122 54.4 520.79

（参考） 自己資本   21年3月期  5,115百万円 20年3月期  5,122百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 993 △46 △941 1,422
20年3月期 1,105 △187 △911 1,417

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 157 48.6 3.1
21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 154 65.2 3.0

22年3月期 
（予想）

― 8.00 ― 8.00 16.00 45.8

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

7,000 4.1 170 93.5 160 87.2 70 42.1 7.20

通期 15,200 3.0 740 3.0 720 2.6 340 42.4 34.95
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注) 詳細は、17ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 9,868,800株 20年3月期 9,868,800株

② 期末自己株式数 21年3月期  210,294株 20年3月期  32,894株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3ページ「１.経営成績（１）経営成績の分析」をご覧下さい。 
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① 当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰、サブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融危機を背景に企業収益の悪化が進むとともに、個人消費は雇用環境の悪化や所得の減少によ

り消費意欲の減退を招くなど厳しい状況で推移いたしました。 

 食品業界におきましては、消費者の生活防衛意識がさらに強まるなか、低価格品の台頭や食の安

心・安全に関するより一層の取り組み強化が要求されるなど経営環境は厳しいものとなりました。 

 このような状況の下、当社は主力製品に重点を置き収益性の向上に取り組むとともに、安心、安全

で高品質な製品を提供することに注力し企業活動を展開してまいりました。また、コスト削減や新規

取引先の開拓にも積極的に取り組み拡大を図ってまいりました。 

品目群別の概況は次のとおりです。 

（たれ） 

  「ぱぱっと逸品シリーズ」、「たたききゅうりのたれ」が高い伸びを示して好調に推移し 

   たことや小売用焼肉のたれ類も概ね堅調に推移したことにより売上高は、54億26百万円（前 

   期比9.3％増）となりました。 

（粉末調味料） 

  小売用「味・塩こしょう」類は前年並みで推移したものの、業務用製品が貢献したことによ 

  り売上高は、26億22百万円（前期比2.4％増）となりました。 

（スープ） 

  年間を通して好調を持続するとともに、消費者キャンペーン等による積極的な販促策も奏功 

  し、秋のシーズンインから販売が拡大し売上高は、43億35百万円（前期比8.5％増）となりま 

  した。 

（ソース） 

  内食やご飯回帰などソース類の需要促進や用途提案の取り組みに注力するも売上高は、6億 

  47百万円（前期比7.4％減）となりました。 

（青汁） 

  売場露出の縮小などから消費促進提案を実施しましたが、青果部門での販売が好調な「ぱぱ 

  っと逸品シリーズ」への集中を図ったことにより売上高は、7億77百万円（前期比18.4％減） 

  となりました。 

（青果ドレッシング） 

  市場熟成化と競争激化により前年実績を下回る結果となり売上高は、3億96百万円（前期比 

  15.3％減）となりました。 

（その他、仕入商品） 

  その他品群は、売上高2億51百万円（前期比17.4％減）、仕入商品の売上高は3億5百万円、 

  前年並みの推移となりました。 

以上の結果、平成21年3月期における売上高は、147億63百万円（前期比3.6％増）となりました。 

 利益につきましては、原材料価格の高騰があり厳しい経営環境ではありましたが、たれ、スープ類

が前年実績を上回る状況で推移したことによる増収効果と販売推進費の効果的使用が奏功いたしまし

た。営業利益7億18百万円（前期比3.2％減）、経常利益7億1百万円（前期比3.3％増）、賃貸資産の

減損を計上したことにより、当期純利益は2億38百万円（前期比26.2％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、景気後退が長期化し、わが国経済においても景気回復には時間を要

するものと考えられ、消費者の生活防衛意識も更に強まり、個人消費は冷え込むことが予想されま

す。 

 食品業界におきましても消費マインドの冷え込みや低価格品、ＰＢ品の台頭もあり先行きは不透明

な状況がつづくと考えられます。 

 このような状況の下、当社は、主力製品を中心とした生鮮部門への販売を強化することにより、さ

らなる業績の拡大を図ってまいります。 

 また、収益基盤を強固なものにするために販売、生産体制の強化と改善に取り組み効率化を推進し

てまいります。 

 さらに、消費者の生活防衛意識に対応するために、より消費者目線でマーケットを捉えた製品開発

を行うとともに、食の安心・安全にも一層注力し企業価値向上に努めてまいります。 

 以上のことから次期の業績予想としましては、売上高152億円(前期比3.0％増)、営業利益7億40百

万円(前期比3.0％増)、経常利益7億20百万円(前期比2.6％増)、当期純利益3億40百万円(前期比

42.4％増)を見込んでおります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

(イ)資産 

資産の部では、前期比4億71百万円増の98億78百万円となりました。今期よりリース会計基準を適

用したため、有形・無形のリース資産が7億36百万円増加し、通常の減価償却や固定資産の減損計上

もありましたが、固定資産全体で4億92百万円の増加となりました。 

(ロ)負債 

負債の部では有利子負債が3億71百万円減少しましたが、リース会計基準の適用に伴なってリース

債務合計が7億48百万円増加したことが大きく、前期比4億77百万円増加の47億62百万円となりまし

た。 

 なお、不測の事態に備える為、金融機関と前期と同額の15億円のコミットメントライン契約を締結

しております。 

(ハ)純資産 

純資産の部では、自己株式91百万円の取得があったため、株主資本合計では、8百万円減少し、純

資産合計でも7百万円減少して51億15百万円となり、自己資本比率は51.8％と前期比2.6％の減となり

ましたが、リース会計の影響を除くと、比率はアップしております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

減価償却費の増加や特別損益の調整、更には法人税等の支払額の減少により、9億93百万円のプラ

スとなりました。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

設備投資が少なかった為、46百万円のマイナスとなりました。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

(2) 財政状態に関する分析
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営業活動によるキャッシュの増加により、有利子負債の返済やリース債務の返済等を実施したこと

により、9億41百万円のマイナスとなりました。 

これらの結果、手許資金は、前期並となり、現金及び預金同等物の期末残高は14億22百万円となり

ました。 

  

  (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   
 自  己  資  本  比  率 ： 自己資本／総資産 
 時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比      ：  株 式 時 価 総 額 ／ 総 資 産  
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／キャッシュ・フロー 
 インタレスト・ガバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 
 （注１）株式時価総額は、会計期間末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算 

           出しております。 
 （注２）キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 
 （注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

           を対象としております。また、利払いにつきまして、キャッシュ・フロー計算書の利息 
      の支払額を使用しております。 
 （注４）平成19年３月のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、ミスリードの恐れが 

           あるため「―」と表示しております。 
  

① 利益配分に関する基本方針 

当社は今後とも収益力向上と経営基盤強化に努めるとともに、株主への利益還元につきましては、

業績の見通し、配当性向、内部留保の水準などを総合的に判断しながら、長期にわたり安定的な配当

を継続することを基本としております。また内部留保につきましては、「安心・安全」につながる生

産設備の整備と省力化・合理化投資による競争力強化に活用してまいります。  

 株主配当金につきましては、従来通りの中間期末日、期末日を基準とした年2回の配当を継続し、

変更しない予定であります。  

② 当期の配当について 

当期の株主配当金につきましては、利益配分に関する基本方針を基準に前期と同額の年間16円を予

定しております。 

③ 次期の配当見通し 

次期の利益配分につきましても当期と同額の年間16円を予定しております。 

  

当社の業務遂行上リスクと捉えている項目として以下のことを考えており、これらのリスクの存在を

認識した上で、その発生を未然に防ぎ、かつ万一発生した場合でも適切に対処できるよう努める所存で

あります。 

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 (％) 51.6 54.4 51.8

時価ベースの自己資本比率 (％) 65.3 54.5 44.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (％) ― 0.9 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ (％) 0.8 72.6 32.4

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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① 事業の内容について 

当社は、たれやスープ等の液体調味料、味・塩こしょう等の粉末調味料を主力とする食品製造販売

業であり、当社の製品は主に食肉、野菜、鮮魚類の調味料として使用されているため、その需要動向

は生鮮食品の消費動向に左右される傾向があります。Ｏ－157、ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等食肉を

はじめとする生鮮食品の消費動向に影響を与える事件の発生により会社の業績が影響を受ける場合が

あります。 

 また、冷夏、暖冬、台風という天候によって当社の取扱う製品に影響を受ける可能性があります。

当社はこれらのリスクを極小化するため、販路、製品の多様化を図っております。 

② 食品の安全性について  

食品業界においては、無許可添加物の使用の問題、牛肉等の産地偽装問題、残留農薬問題等が発生

し、消費者の食品の安全性に対する関心が非常に高まっております。  

 当社は、「安心・安全」につながる製品供給のため、ＨＡＣＣＰシステムを導入して製造してお

り、また最終消費財メーカーとして原材料に対する厳しい検査、品質規格保証書の当社への提出等を

実施し、品質管理、安全衛生管理については万全の体制で臨んでおります。  

しかしながら、かかる取引先において予見不可能な違法添加物の使用、故意に品質規格保証書と違

った原料の納入等の問題が発生した場合、そのリカバリーには多大な労力とコストが発生する可能性

が高く、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

③ 法的規制について  

当社の属する食品業界においては、「食品衛生法」及び「農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律（ＪＡＳ法）」、「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」等に規制されてお

り、製造、表示等にあたってはこれらの法令を遵守しております。  

 しかしながら、これらの法規制が強化された場合や、今後新たな法律が制定された場合は、設備投

資や新たな費用が増加、発生することなどにより当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④ 原材料の市況価格の変動影響について  

当社は、主要原材料として「胡椒」など海外生産の農産物を使用しており、地球温暖化や異常気象

等により価格が変動することがあります。この原材料価格の市況価格の変動により価格が急騰した場

合、製造原価が上昇することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 自然災害に伴うリスクについて 

当社の本社機能及び生産拠点が所在する首都圏、茨城県、福岡県で大規模な自然災害や事故等が発

生した場合、被害状況によっては企業活動に支障をきたし、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 また、他の地域であっても同様に、大規模な自然災害、事故等が発生した場合は営業活動に支障を

きたし、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

 当社グループの企業集団は、当社と当社が議決権の過半を有する株式会社ダイショーフードシステムズ

（平成20年2月設立）により構成されております。  

 当社では、子会社の現状から当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度

に重要性が乏しいものとし、連結財務諸表は作成しておりません。  

2. 企業集団の状況
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以上の2項目につきましては、平成20年3月期決算短信(非連結)［平成20年5月12日開示］にて開示を

行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信(非連結)は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.daisho.co.jp 

（東京証券取引所 上場会社情報検索ページ） 

http://www.tes.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

当社を取り巻く環境は厳しい経済環境のなかで景気低迷の状況が長引くリスクも否定できない状況に

あります。市場の変化にフレキシブルに対応できる体制を維持するとともに、厳しい経営環境のなかで

も収益を上げられる強靭な体力と強い製品を継続して市場に投入していくことを命題として課題に取り

組んでまいります。 

 中期的な経営戦略として、既存事業の業績拡大と新規事業の立ち上げ・育成、成長力と利益創出力を

強化し、ダイショーのＤＮＡとして定着化する仕組みづくりに全社を挙げて実践してまいります。  

  

① 意識改革 

 組織力の強化と発揮  

成長を支える人材の育成・確保と活力向上に向けた強化を推進してまいります。  

人材が成長を支える礎となる概念のもと、人材教育を充実させ、個々の能力向上を目指すとともに、

管理職の基礎的能力向上のために、権限委譲を推進し、自ら考え、判断できる人材育成を行い、社員

全員が高い意識レベルに保てる組織づくりを行ってまいります。  

  

② 挑戦  

当社の強みである生鮮部門を基盤として、新規開拓、市場開拓に注力してまいります。そのため

に、販売戦略を徹底し既存事業の拡大、関東圏の攻略、新規事業に挑戦し、将来の収益基盤を確立

し、ダイショーＤＮＡを継承、発展させ、今後の成長力、利益創出を育む原動力とし持続してまいり

ます。  

  

③ 安心・安全  

 企業倫理の確立と安全な製品供給の取り組み  

企業としての社会的責任を全うするため、高い倫理観に根ざした企業風土を確立し、リスク管理と

コンプライアンス体制の充実、内部統制システムの強化を推進してまいります。  

 安心・安全で高い品質の製品供給のため、ＨＡＣＣＰ、さらにＩＳＯ２２０００に準拠した生産体

制を構築してまいります。  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

－7－

㈱ダイショー（2816）　平成21年3月期　決算短信（非連結）



当社は主力製品に集中した販売を行い、今後のさらなる成長に向け新規取引先の開拓に注力するとと

もに、市場での確固たる地位を築いてまいります。 

 魅力的な製品の開発・提供や高品質で「安心・安全」につながる製品供給のため、ＨＡＣＣＰシステ

ムに則った生産の徹底と確立を図るとともに、企画・製品開発力の一層の強化にて合理的かつ効率的な

組織運営体制の構築で市場拡大を目指しています。 

  

経営管理 

効率的な組織運営を進め管理体制の強化見直しを図るとともに、開発、生産、営業、管理の連携強

化により収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

製品開発 

市場ニーズの多様化とスピード、さらに柔軟性をもった対応を行うとともに、価格、デザイン面、

使用用途等で”ダイショーらしさ”を製品づくりのテーマとし、安心・安全で高品質な製品を供給し

てまいります。 

  

生産管理 

原材料価格の高騰がコスト増の要因となっていますが、購買力を向上しコスト競争力を強化してま

いります。また、生産工程におけるロス削減を強化することにより、産業廃棄物の減容、減量にむけ

て取り組むとともに、食品リサイクル法に基づきリサイクルを行い、環境問題への取り組みを推進し

てまいります。 

 生産・営業・管理部門の連携によるチャンスロスの削減及び物流の再構築などを行い、コストダウ

ンに取り組んでまいります。 

  

販売管理 

販路別に市場ニーズは一段と多様化が進んでいます。販路の拡大と企画提案型営業の推進を一段と

強化し、競争力を高め収益力の強化を図ってまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題

－8－
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,417 1,422 

受取手形 77 67 

売掛金 1,611 ※４ 1,681 

商品及び製品 518 432 

原材料 225 216 

前払費用 36 36 

繰延税金資産 264 252 

その他 41 ※４ 38 

貸倒引当金 △78 △55 

流動資産合計 4,113 4,092 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※１ 3,625 ※１ 3,534 

減価償却累計額 1,901 2,007 

建物（純額） 1,724 1,526 

構築物 300 327 

減価償却累計額 135 155 

構築物（純額） 164 172 

機械及び装置 795 847 

減価償却累計額 581 626 

機械及び装置（純額） 214 220 

車両運搬具 12 9 

減価償却累計額 11 7 

車両運搬具（純額） 1 1 

工具、器具及び備品 77 78 

減価償却累計額 63 63 

工具、器具及び備品（純額） 13 14 

土地 ※１ 2,317 ※１ 2,243 

リース資産 － 1,028 

減価償却累計額 － 313 

リース資産（純額） － 714 

有形固定資産合計 4,435 4,895 

無形固定資産 

ソフトウエア 42 － 

リース資産 － 21 

その他 1 1 

無形固定資産合計 44 23 

投資その他の資産 

投資有価証券 84 80 

関係会社株式 80 70 

長期前払費用 10 7 

長期預り敷金保証金 283 277 

繰延税金資産 299 363 

その他 60 73 

貸倒引当金 △3 △5 

投資その他の資産合計 814 867 

固定資産合計 5,294 5,786 

資産合計 9,407 9,878 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,148 1,113 

短期借入金 ※１ 300 150 

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 220 ※１ 87 

1年内償還予定の社債 － 300 

リース債務 － 306 

未払金 683 ※４ 759 

未払費用 100 134 

未払法人税等 215 183 

未払消費税等 56 44 

預り金 16 15 

賞与引当金 396 392 

役員賞与引当金 18 18 

流動負債合計 3,153 3,505 

固定負債 

社債 300 － 

長期借入金 ※１ 161 73 

リース債務 － 442 

退職給付引当金 237 271 

役員退職慰労引当金 388 425 

その他 44 43 

固定負債合計 1,132 1,257 

負債合計 4,285 4,762 

純資産の部 

株主資本 

資本金 870 870 

資本剰余金 

資本準備金 379 379 

資本剰余金合計 379 379 

利益剰余金 

利益準備金 90 90 

その他利益剰余金 

別途積立金 3,350 3,550 

繰越利益剰余金 449 332 

利益剰余金合計 3,889 3,972 

自己株式 △20 △111 

株主資本合計 5,119 5,111 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2 4 

評価・換算差額等合計 2 4 

純資産合計 5,122 5,115 

負債純資産合計 9,407 9,878 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 14,249 ※１ 14,763 

売上原価 7,187 7,594 

売上総利益 7,062 7,169 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 715 765 

広告宣伝費 176 144 

運賃 716 726 

役員報酬 180 179 

給料及び手当 1,667 1,740 

賞与 226 232 

賞与引当金繰入額 295 288 

役員賞与引当金繰入額 18 18 

退職給付費用 67 84 

役員退職慰労引当金繰入額 42 36 

福利厚生費 314 319 

旅費交通費及び通信費 224 212 

減価償却費 38 99 

賃借料 279 206 

その他 1,357 1,395 

販売費及び一般管理費合計 6,319 ※１ 6,450 

営業利益 742 718 

営業外収益 

受取利息 1 1 

受取配当金 1 1 

投資不動産賃貸料 25 28 

その他 11 6 

営業外収益合計 39 37 

営業外費用 

支払利息 15 30 

貸与資産減価償却費 6 6 

たな卸資産廃棄損 11 － 

たな卸資産評価損 52 － 

その他 16 16 

営業外費用合計 102 54 

経常利益 679 701 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 18 

特別利益 － 18 

特別損失 

固定資産売却損 23 1 

投資有価証券評価損 8 3 

減損損失 － ※２ 166 

特別損失合計 32 172 

税引前当期純利益 646 548 

法人税、住民税及び事業税 350 363 

法人税等調整額 △26 △53 

法人税等合計 323 309 

当期純利益 323 238 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 868 870 

当期変動額 

新株の発行 3 － 

当期変動額合計 3 － 

当期末残高 870 870 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 377 379 

当期変動額 

新株の発行 3 － 

当期変動額合計 3 － 

当期末残高 379 379 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 90 90 

当期末残高 90 90 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 3,150 3,350 

当期変動額 

別途積立金の積立 200 200 

当期変動額合計 200 200 

当期末残高 3,350 3,550 

繰越利益剰余金 

前期末残高 483 449 

当期変動額 

剰余金の配当 △157 △155 

当期純利益 323 238 

別途積立金の積立 △200 △200 

当期変動額合計 △33 △117 

当期末残高 449 332 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,724 3,889 

当期変動額 

新株の発行 － － 

剰余金の配当 △157 △155 

当期純利益 323 238 

別途積立金の積立 － － 

当期変動額合計 166 82 

当期末残高 3,889 3,972 

自己株式 

前期末残高 △20 △20 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △90 

当期変動額合計 △0 △90 

当期末残高 △20 △111 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 4,949 5,119 

当期変動額 

新株の発行 6 － 

剰余金の配当 △157 △155 

当期純利益 323 238 

自己株式の取得 △0 △90 

当期変動額合計 171 △8 

当期末残高 5,119 5,111 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 11 2 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8 1 

当期変動額合計 △8 1 

当期末残高 2 4 

純資産合計 

前期末残高 4,960 5,122 

当期変動額 

新株の発行 6 － 

剰余金の配当 △157 △155 

当期純利益 323 238 

自己株式の取得 △0 △90 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 1 

当期変動額合計 162 △6 

当期末残高 5,122 5,115 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４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 

税引前当期純利益 646 548 

減価償却費 247 562 

減損損失 － 166 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △21 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 34 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 36 

賞与引当金の増減額（△は減少） 40 △4 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2 － 

受取利息及び受取配当金 △2 △2 

支払利息 15 30 

有形固定資産除売却損益（△は益） 23 1 

投資有価証券評価損益（△は益） 8 3 

売上債権の増減額（△は増加） 151 △60 

たな卸資産の増減額（△は増加） 7 95 

仕入債務の増減額（△は減少） 161 △34 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6 △11 

その他 △5 71 

小計 1,339 1,416 

利息及び配当金の受取額 2 2 

利息の支払額 △15 △30 

法人税等の支払額 △221 △394 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,105 993 

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 △102 △59 

投資有価証券の取得による支出 △85 △6 

投資有価証券の売却による収入 － 19 

投資活動によるキャッシュ・フロー △187 △46 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 3,200 3,900 

短期借入金の返済による支出 △3,420 △4,050 

長期借入金の返済による支出 △339 △220 

リース債務の返済による支出 － △324 

社債の償還による支出 △200 － 

株式の発行による収入 6 － 

自己株式の取得による支出 △0 △90 

配当金の支払額 △157 △155 

財務活動によるキャッシュ・フロー △911 △941 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5 5 

現金及び現金同等物の期首残高 1,411 1,417 

現金及び現金同等物の期末残高 1,417 1,422 
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       該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法

(1) 関係会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

………期末日の市場価格等に基

づく時価法

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定)

(1) 関係会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

………移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法

総平均法による原価法 ―――――――――

３ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物    38～50年

  機械及び装置   9年

(会計方針の変更)

  法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律

第６号)及び(法人税法施行令の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 政令第

83号))に伴い、当事業年度から、平成19

年４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。

  これに伴う損益への影響は軽微であり

ます。

(追加情報)

  法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

  これに伴う損益に与える影響は軽微で

あります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法によっております。

  ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物    38～50年

  機械及び装置  10年

(追加情報)

  当社の機械装置については、従来、耐

用年数を9年としていましたが、当事業

年度から10年に変更しております。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を

契機に耐用年数を見直したことによるも

のであります。 

 これに伴う損益に与える影響は軽微で

あります。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（5

年）に基づいて償却しております。

 
  
          ――――――――― 
 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3) リース資産

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 

 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。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検討して回収

不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員への賞与の支給に備えるため、

支給見込額基準により計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、当事業年度における支給見込

額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。

  なお、数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時の従業員の平均残存

勤務年数以内の一定年数(５年)による按

分額を発生の翌事業年度より費用処理し

ております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっておりま

す。

―――――――――

６ キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金の範囲

 現金及び預金(但し取得日から満期日又

は償還日まで３ヶ月超の預金を除く) 同左

７ その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式を採用しております。

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

  
 
  

――――――――――

（たな卸資産の評価基準及び評価方法）

 当事業年度より、「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

下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

 また、当該基準の適用に伴ない、従来、営業外費用に

計上していた棚卸資産の評価・廃棄損は売上原価として

表示しております。 

 これにより、当事業年度の営業利益が53百万円減少し

ておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響はありません。

（リース取引に関する会計基準等）

 
  
 
  
 
  
 
        ――――――――――

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正)）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正)）を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よって行います。 

 これにより、営業利益は 10 百万円増加、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ 7 百万円減少しておりま

す。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日現在)

当事業年度 
(平成21年３月31日現在)

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

   (イ)担保に供している資産

建物 1,135百万円

土地 866

計 2,002

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

   (イ)担保に供している資産

建物 973百万円

土地 791

計

   (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 230百万円

１年内返済予定 
長期借入金

127

長期借入金 29

計 387

   (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 ― 

１年内返済予定
長期借入金

29百万円

長期借入金 ―

計 29

２ 当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行４行及び生命保険会社１社と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

   当期末における貸出コミットメントに係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500百万円

借入実行残高 ―

差引額 1,500

２ 当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行５行及び生命保険会社１社と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

   当期末における貸出コミットメントに係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500百万円

借入実行残高 ―

差引額 1,500

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

2,693百万円  

※４ 関係会社に対する金銭債権債務

――――――――――

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

3,174百万円  

※４ 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権     3百万円

短期金銭債務     12百万円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

※１ 関係会社との取引高

   ―――――――――

※２ 減損損失の内訳

 

  

 

  

 

  

     ―――――――――

 

※１ 関係会社との取引高

売上高

販売費及び一般管理費

0百万円

12

計 12

※２ 減損損失の内訳

用途 種類 場所

賃貸不動産 建物、土地等 福岡市南区

 減損損失を認識した賃貸不動産については、個別物件

単位でグルーピングしております。 

 上記の賃貸不動産については収益性が著しく低下した

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（166百万円）として計上しております。そ

の内訳は、土地 74百万円、建物92百万円、その他0百万

円であります。 

 資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを3.5％で割り引いて算定して

おります。
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の行使による増加12,000株 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加1,720株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成14年新株予約権の減少は、権利行使によるもの12,000株と権利失効による8,000株であります。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 9,856,800 12,000 ― 9,868,800

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 31,174 1,720 ― 32,894

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業
年度末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

平成14年新株予約権 普通株式 20,000 ― 20,000 ― ―

合計 20,000 ― 20,000 ― ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 78 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月５日 
取締役会

普通株式 78 8.00 平成19年９月30日 平成19年12月４日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 78 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

－20－

㈱ダイショー（2816）　平成21年3月期　決算短信（非連結）



当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式立会外買付取引による増加    172,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加      5,400株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 9,868,800 ― ― 9,868,800

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 32,894 177,400 ― 210,294

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 78 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月５日 
取締役会

普通株式 77 8.00 平成20年９月30日 平成20年12月２日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 77 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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リース取引、有価証券、税効果会計、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,417百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 1,417

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,422百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 1,422

２ 重要な非資金取引の内容

   該当事項はありません。

２ 重要な非資金取引の内容

   該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりません
ので、該当事項はありません。

同左

(持分投資損益等)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 該当事項はありません。 

 

同左

(関連当事者情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 該当事項はありません。 

 

同左

(開示の省略)
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度

を設けております。また、前事業年度から確定拠出

型の退職給付制度を導入いたしました。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度

を設けております。また、前事業年度から確定拠出

型の退職給付制度を導入いたしました。

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △319百万円

②年金資産残高 75

③未認識数理計算上の差異 6

④退職給付引当金 △237

 
 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △360百万円

②年金資産残高 57

③未認識数理計算上の差異 31

④退職給付引当金 △271

 

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 97百万円

②利息費用 7

③期待運用収益(減算) 1

④数理計算上の差異の償却額(減

算)
10

⑤退職給付費用 92

 
 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 102百万円

②利息費用 7

③期待運用収益(減算) 1

④数理計算上の差異の償却額(加

算)
4

⑤退職給付費用 113

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  ①退職給付見込額の期間配分方法

    期間定額基準

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  ①退職給付見込額の期間配分方法

    期間定額基準

  ②割引率

    退職給付の見込み支払日までの平均値に基づい

て設定しております。

    2.5％

  ②割引率

    退職給付の見込み支払日までの平均値に基づい

て設定しております。

    2.5％

  ③期待運用収益率

    1.5％

  ③期待運用収益率

    1.5％

  ④数理計算上の差異の処理年数

    ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数による定額法により、費用処理して

おります。)

  ④数理計算上の差異の処理年数

    ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数による定額法により、費用処理して

おります。)
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(注１) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益について、当事業年度期末には潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

(注２) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

  

 
  

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 520円79銭 １株当たり純資産額 529円66銭

１株当たり当期純利益 32円90銭 １株当たり当期純利益 24円55銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

―円―銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

―円―銭

項目
前事業年度末

（平成20年３月31日）
当事業年度末 

（平成21年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 5,122 5,115

普通株式に係る純資産額（百万円） 5,122 5,115

普通株式の発行済株式数（株） 9,868,800 9,868,800

普通株式の自己株式数（株） 32,894 210,294

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

9,835,906 9,658,506

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 323 238

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 323 238

普通株式の期中平均株式数(株) 9,834,398 9,727,180

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた当期純利益調整額の主な内訳(百万
円)

― ―

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主な内訳(株) 
 新株予約権 
 新株引受権

  
― 
―

  
― 
―

普通株式増加数(株) ― ―
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該当事項はありません。 

  

品目群別の生産実績は次のとおりです。                 

（単位：百万円）         

 
  （注）１.金額は販売価格によっております。 

      ２.上記金額には消費税は含まれておりません。 

当社は、受注見込による生産方式をとっております。 

品目群別の販売実績は次のとおりです。                  

（単位：百万円）      

 
  （注）１.上記金額には消費税は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

(重要な後発事象)

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

期 別 第42期 第43期
前期比増減

品 目
(自 平成19年4月 1日 

  至 平成20年3月31日）
(自 平成20年4月 1日 

  至 平成21年3月31日）

たれ 5,013 5,388 375

粉末調味料 2,587 2,604 17

スープ 4,035 4,305 270

ソース 705 642 △ 63

青汁 961 771 △ 190

青果ドレッシング 473 394 △ 79

その他 307 250 △ 57

合計 14,084 14,357 273

(2) 受注状況

(3) 販売実績

期 別 第42期 第43期

前期比増減

品 目
(自 平成19年4月 1日 

  至 平成20年3月31日）
(自 平成20年4月 1日  

   至 平成21年3月31日）

製 
  
品

たれ 4,963 5,426 463
粉末調味料 2,561 2,622 61
スープ 3,995 4,335 340
ソース 698 647 △ 51
青汁 952 777 △ 175
青果ドレッシング 468 396 △ 72
その他 304 251 △ 53
小計 13,944 14,458 514

商品 305 305 0
総合計 14,249 14,763 514
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