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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10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9月期第2四半期 15,953 ― 391 ― 164 ― △62 ―

20年9月期第2四半期 16,323 △2.3 134 191.3 43 275.7 △332 ―

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9月期第2四半期 △0.97 ―

20年9月期第2四半期 △5.14 ―

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9月期第2四半期 33,217 8,352 25.1 128.60
20年9月期 33,607 8,485 25.2 130.62

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  8,328百万円 20年9月期  8,460百万円

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9月期 ― ― ― 1.00 1.00
21年9月期 ― ―

21年9月期 
（予想）

― 1.00 1.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 31,800 1.1 650 230.9 200 ― 30 ― 0.46
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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  有  
[(注) 詳細は、4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、4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 

1.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及び将来の業績に影響を与える不確実な 要因に係る本資料発表日現在における仮定を
前提としています。今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
2.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 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9月期第2四半期 68,004,520株 20年9月期  68,004,520株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  3,238,830株 20年9月期  3,231,196株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 64,769,118株 20年9月期第2四半期 64,775,396株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機や急激な円高の影響による企業業
績の悪化、株価の下落、雇用環境の悪化に伴う生活防衛意識の高まりによって個人消費が一段と冷え込む
など、景気は急速に後退局面となりました。 
食品業界におきましては、食品に対する安全・安心への意識はいっそう高まる一方で、消費者の節約志

向も強まり、経営環境は厳しさを増しております。 
こうした事業環境の中において、当社グループは市場動向に迅速に対応しつつ、経営の効率化に努めて

まいりました。その結果、売上高は、15,953百万円、営業利益391百万円、経常利益は164百万円となり四
半期純損失は62百万円となりました。 
部門別概況は次のとおりであります。 

（醤油・調味料） 
マルキン忠勇ブランドの家庭用１Ｌサイズの醤油ペットボトルの販売は好調に推移しました。また家庭

用ＮＢ商品の主力品である『醸造みりんタイプ料理酒』も好調に推移しました。その結果、当部門の売上
高は、6,366百万円となりました。 
（輸入食品部門） 
景気低迷によるホテル・レストラン業界の不振が続く中、売上に関しては苦戦を強いられましたが、年

末からの円高の影響もあり利益面では改善いたしました。またボンヌママンジャムは堅調に推移した結
果、当部門の売上高は、4,531百万円となりました。 
（酒類部門） 
日本酒等は、消費量の減少など引き続き厳しい市場環境にありますが、酒類部門の新製品として『盛田

蔵出し本みりん』、炭酸リキュールをゼリー状に仕上げた『ふるっシュ』の販売を開始し好調に推移しま
した。 
 またワイン等は景況から高価格帯ワインの売上は不調であったものの、1,500円から2,500円前後の、値
ごろ感のある低価格帯から中価格帯ワインの販売は堅調に推移しました。その結果、当部門の売上高は、
2,357百万円となりました。 
（漬物部門） 
平成20年７月末のマルキン忠勇㈱埼玉工場閉鎖の影響による生産量の減少等から売上は前年を割り込み

ました。その結果、当部門の売上高は、616百万円となりました。 
（外食部門） 
モリタフードサービス㈱が展開する外食事業では、平成20年10月に「蔵人厨ねのひ」大阪店が開店し、

売上が伸長しました。その結果、当部門の売上高は、494百万円となりました。 
（健康食品部門） 
もろみ酢を中心とする健康食品は、ここ数年の落ち込みから下げ止まり傾向にあるものの厳しい状況は

続いています。その結果、当部門の売上高は、257百万円となりました。 
（その他部門） 
ハイピースブランドの飲料は、市場飽和状態にある中、ＮＢブランドの『越前茶』『加賀棒茶』は堅調

に推移しました。その結果、当部門の売上高は、1,328百万円となりました。 
  
  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、たな卸資産が減少したことなどから、前連結会計年度末に

比べ354百万円減少しました。固定資産は、土地等が増加したものの、投資有価証券等の減少などによ
り、前連結会計年度末に比べ44百万円減少しました。その結果、総資産は前連結会計年度末に比べ389百
万円減少しました。 
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、短期借入金が880百万円が増加したものの、支払手形及び

買掛金が490百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ210百万円増加しました。固定負債
は、社債が215百万円増加したものの、長期借入金が634百万円減少したことなどから前連結会計年度末に
比べ467百万円減少しました。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、配当及び四半期純損失により利益剰余金が減少したこと

から前連結会計年度末に比べ132百万円減少しました。 

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（2）キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により389百万円増加

し、投資活動により503百万円減少し、財務活動により381百万円増加した結果、現金及び現金同等物は
262百万円増加し、1,084百万円となりました。 
当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が94百万円、減価償却費が325百万

円、売上債権の減少額が76百万円、たな卸資産の減少額が310百万円がありましたが、仕入債務の減少額
が461百万円あったこと等により、389百万円となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、営業譲受による支出が142百万円、有形固定資産の取得による

支出が454百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が104百万円あったこと等により、△503百万
円となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額が880百万円、社債の発行による収入が239

百万円、長期借入金による収入が240百万円、長期借入金の返済による支出が879百万円あったこと等によ
り、381百万円となりました。 
  

  

当社グループを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くものと予想しております。このような事
業環境の中、既存の食品事業領域における着実な成長と、経営の効率化により財務体質の健全化をはかり
ます。平成21年9月期通期の連結業績予想につきましては、売上高は変更いたしませんが、製造原価のコ
スト低減や更なる販売費及び一般管理費の経費削減を取り込むこと等により、営業利益は650百万円を予
想しております。経常利益は、支払利息の増加等を見込んでいるため200百万円を予想しております。当
期純利益は、特別損失で事業買収調査費28百万円、投資有価証券売却損21百万円が発生したこと及び法人
税等調整額の計上等により30百万円を予想しております。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

１.一般債権の貸倒見積高の算定方法  
当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

２.棚卸資産の評価方法  
第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 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。 
 当第２四半期連結会計期間末に関しては、実地棚卸を実施しております。 
  

３.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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計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。 
  
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、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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益がそれぞれ16百万円減少しております。 
  

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
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③「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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修
正を行っております。 
 この変更による損益に与える影響はありません。 
  
④「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）を第１四半期連結会計
期間から早期適用し、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、リース資産として計上
しております。 
 またリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方
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。 
 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

　ジャパン・フード＆リカー・アライアンス㈱　（2538） 
　　　　　　　平成21年9月期　第2四半期決算短信

5



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２四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,114 866

受取手形及び売掛金 5,531 5,640

商品及び製品 3,287 3,922

仕掛品 2,323 1,915

原材料及び貯蔵品 745 756

その他 1,047 1,308

貸倒引当金 △26 △33

流動資産合計 14,022 14,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,573 3,539

土地 7,139 6,820

その他 1,676 1,790

有形固定資産合計 12,389 12,149

無形固定資産   

のれん 4,739 4,892

その他 236 246

無形固定資産合計 4,975 5,138

投資その他の資産   

その他 2,043 2,157

貸倒引当金 △224 △215

投資その他の資産合計 1,819 1,941

固定資産合計 19,185 19,229

繰延資産合計 9 －

資産合計 33,217 33,607

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,147 2,638

短期借入金 13,633 12,753

1年内返済予定の長期借入金 3,241 3,246

未払法人税等 96 63

賞与引当金 － 1

その他 1,689 1,893

流動負債合計 20,807 20,597

固定負債   

社債 215 －

長期借入金 2,942 3,577

退職給付引当金 791 839
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(単位：百万円)

当第２四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９月30日) 

その他 108 108

固定負債合計 4,057 4,524

負債合計 24,865 25,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,773 2,773

資本剰余金 7,719 7,719

利益剰余金 △1,764 △1,636

自己株式 △376 △375

株主資本合計 8,353 8,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 △10

繰延ヘッジ損益 △28 △40

為替換算調整勘定 13 29

評価・換算差額等合計 △24 △20

少数株主持分 23 24

純資産合計 8,352 8,485

負債純資産合計 33,217 33,607
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 15,953

売上原価 10,230

売上総利益 5,723

販売費及び一般管理費 5,331

営業利益 391

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 5

持分法による投資利益 5

その他 31

営業外収益合計 43

営業外費用  

支払利息 195

その他 75

営業外費用合計 270

経常利益 164

特別利益  

投資有価証券売却益 1

貸倒引当金戻入額 10

その他 4

特別利益合計 16

特別損失  

投資有価証券売却損 21

事業買収調査費 28

その他 36

特別損失合計 86

税金等調整前四半期純利益 94

法人税、住民税及び事業税 76

法人税等調整額 79

法人税等合計 155

少数株主利益 0

四半期純損失（△） △62
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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利益 94

減価償却費 325

のれん償却額 152

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49

持分法による投資損益（△は益） △5

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 195

有形固定資産売却損益（△は益） 0

投資有価証券売却損益（△は益） 20

預り保証金の増減額（△は減少） △0

売上債権の増減額（△は増加） 76

たな卸資産の増減額（△は増加） 310

前渡金の増減額（△は増加） 72

仕入債務の増減額（△は減少） △461

未払費用の増減額（△は減少） △207

未払消費税等の増減額（△は減少） △9

その他 108

小計 618

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △193

法人税等の支払額 △43

法人税等の還付額 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 389

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 15

貸付けによる支出 △16

貸付金の回収による収入 21

投資有価証券の売却及び償還による収入 104

投資有価証券の取得による支出 △3

長期前払費用の取得による支出 △26

営業譲受による支出 △142

有形固定資産の取得による支出 △454

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △503
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(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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） 880

長期借入れによる収入 240

長期借入金の返済による支出 △879

社債の発行による収入 239

長期未払金の返済による支出 △34

リース債務の返済による支出 △1

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー 381

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 262

現金及び現金同等物の期首残高 821

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,084
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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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月1日 至 平成21年３月31日） 
当社グループは、前連結会計年度において３期連続した営業キャッシュ・フローのマイナスは648百

万円のプラスに転じましたが、当期純損失を777百万円計上するに至り、収益面での改善を示せません
でした。 
当第２四半期連結累計期間においては、四半期純損失を62百万円計上しており、収益面での充分な回

復を示すに至らず、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。 
当社グループは当該状況を解消し、財務体質の改善を行うべく活動してまいります。すなわち、生

産・購買から管理・販売に至る全グループに渡りコスト削減を進め、生産・販売の連携を密にし余剰な
在庫や生産ロスを 小化し、コストに見合った適正な販売価格への是正を進めるなど、収益面改善のた
めに事業力強化をすすめて参ります。 
また、保有資産については、保有することによる有効性を検討し引き続き遊休資産の売却を進めると

ともに、生産性の向上のために生産拠点の見直し集約を行っております。さらに、資本の増強を含めた
財務体質の強化・健全化に努める所存でございます。 
以上の対応が充分に行われなかった場合には、当社グループの経営に重大な影響を与える場合があり

ます。 
四半期連結財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(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
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前四半期に係る財務諸表等 

前中間連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

当中間連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日)

区分 金額(百万円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 16,323 100.0

Ⅱ 売上原価 10,779 66.0

   売上総利益 5,543 34.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 給料手当 1,082

 ２ 賞与引当金繰入額 88

 ３ 販売運賃 1,089

 ４ 販売促進費 1,241

 ５ その他 1,906 5,408 33.2

   営業利益 134 0.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1

 ２ 受取配当金 9

 ３ 為替差益 30

 ４ 雇用奨励金 13

 ５ 持分法による投資利益 6

 ６ その他 44 106 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 162

 ２ その他 34 197 1.2

   経常利益 43 0.3

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 2

 ２ 貸倒引当金戻入額 1

 ３ その他 1 5 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ たな卸資産評価損 99

 ２ 貸倒引当金繰入額 49

 ３ 退職給付費用 48

 ４ 価格一括精算金 72

 ５ その他 54 324 2.0

   税金等調整前中間純損失 274 △1.7

   法人税、住民税及び事業税 41

   法人税等調整額 18 60 0.3

   少数株主損失 1 △0

   中間純損失 332 △2.0
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

当中間連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失 (△) △ 274

   減価償却費 311

   のれん償却額 153

   貸倒引当金の増加額 56

   賞与引当金の減少額 △ 63

    退職給付引当金の減少額 △ 57

   持分法による投資利益 △ 6

   受取利息及び受取配当金 △ 11

   支払利息 162

   有形固定資産売却益 △ 2

   有形固定資産除却損 1

   投資有価証券評価損 13

   預り保証金の返還による支出 △ 18

   預り保証金の預りによる収入 19

   売上債権の減少額 400

   たな卸資産の減少額 198

   仕入債務の減少額 △ 9

   その他 101

    小計 973

   利息及び配当金の受取額 11

   利息の支払額 △ 160

   法人税等の支払額 △ 43

   法人税等の還付額 24

   営業活動によるキャッシュ・フロー 805
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当中間連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   貸付けによる支出 △ 19

   貸付金の回収による収入 0

   投資有価証券の売却及び償還による収入 2

   事業譲受けによる支出 △ 320

   投資有価証券の取得による支出 △ 143

   有形固定資産の取得による支出 △ 376

   有形固定資産の売却による収入 3

   無形固定資産の取得による支出 △ 52

   長期前払費用の取得による支出 △ 22

   保証金・敷金の支払による支出 △ 70

   保証金・敷金の返還による収入 7

   その他 3

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 989

Ⅲ 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 1,082

   長期借入金の返済による支出 △ 1,038

   設備未払金の返済による支出 △ 48

   配当金の支払額 △ 31

   少数株主の払込による収入 0

   自己株式取得による支出 △ 0

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 36

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 6

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 226

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,212

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額

29

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,015
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