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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 11,665 4.3 643 36.7 683 33.0 354 83.4
21年3月期第1四半期 11,182 5.4 470 △26.4 513 △23.0 193 △46.1

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

22年3月期第1四半期 33.35 ―

21年3月期第1四半期 15.67 ―

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

22年3月期第1四半期 29,765 17,575 59.0 1,655.38
21年3月期 28,875 17,431 60.4 1,641.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,575百万円 21年3月期  17,431百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 27.00 27.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

23,907 1.3 945 △14.8 1,005 △13.6 545 46.5 51.39

通期 47,200 1.6 1,640 19.3 1,723 17.1 863 76.0 81.28



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） 

(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 

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等
は、業況の変化により、予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,398,400株 21年3月期  12,398,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,780,890株 21年3月期  1,781,290株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,617,162株 21年3月期第1四半期 12,325,925株



 当第１四半期における日本経済は、前期から続く急速な悪化にようやく下げ止まりの兆しが見えてきたものの、個

人消費は依然として低い水準に留まり、外食費を含む食料支出の低下は食品業界に影響を及ぼしております。 

このような環境のもと、当社グループでは中期経営計画の２年目にあたり、「競い、成長できる企業への脱皮」

を経営の基本方針に掲げ、既存事業の拡大と新規事業の確立、経営基盤の強化に取り組んでおります。 

当第１四半期においては、家庭用商品が『黄金の味』など主力商品の伸長により全体として好調に推移したこと

が、売上高の増加と売上原価の改善に寄与し、売上高116億65百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益６億43百万円

（同36.7％増）、経常利益６億83百万円（同33.0％増）となりました。四半期純利益については３億54百万円（同

83.4％増）と前年同期を大きく上回りましたが、これは前年同期に有価証券評価損失を計上したことによるもので

す。 

  

事業におけるセグメントの概況は、以下のとおりであります。 

（食品事業） 

 家庭用商品につきましては、主力の肉まわり調味料群が21年２月にリニューアルした『黄金の味』の販売促進強化

等により売上高を大幅に拡大しました。鍋物調味料群は安定した販売を維持し、前年同期売上高を確保しました。野

菜まわり調味料群は前期に奏功したメニュー提案型のＴＶＣＭを継続して実施したことにより、前年同期売上高を上

回りました。その他群ではチルド商品の『おいしいキムチ』が前年同期を下回ったものの、既存商品及び21年２月に

発売した『うどんでつけ麺』などの新商品の上乗せにより前年同期売上高を上回りました。業務用商品につきまして

は、外食頻度の減少による影響を受け、前年同期売上高を下回りました。 

これらの結果、食品事業セグメントの売上高は105億90百万円（同5.3％増）となりました。 

  

（その他事業） 

その他事業では、物流事業・広告宣伝事業・人材派遣事業ともに前年同期売上高を下回り、その他事業セグメン

ト全体の売上高は10億74百万円（同4.2％減）となりました。 

  

 売上高の内訳は以下のとおりとなります。 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

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

事業名称及び製品群名 前四半期売上高実績 当四半期売上高実績 前年同期比 

  百万円 百万円 ％ 

食品事業  10,061  10,590  5.3

   家庭用商品  7,883  8,497  7.8

    肉まわり調味料群  4,815  5,314  10.4

    鍋物調味料群  1,046  1,057  1.1

    野菜まわり調味料群  1,237  1,318  6.5

    その他群  782  807  3.1

   業務用商品  2,178  2,093  △3.9

    肉まわり調味料群  662  656  △0.8

    スープ群  879  861  △2.0

    その他群  636  575  △9.7

その他事業（広告宣伝事業、人材派遣事業、物流事業）  1,121  1,074  △4.2



（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比し８億89百万円増加して297億65百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が２億85百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が６億80百万円増加したこと

等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７億45百万円増加して121億89百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が２億72百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、１億44百万円増加して175億75百万円となりました。これは主に、利益剰余金が67百万円

増加したことによるものであります。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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２億85百万円減

少し、61億42百万円となりました。 

 当第１四半期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） 

 営業活動の結果得られた資金は、51百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益６億73百万円を計上

し、仕入債務の増加額が２億71百万円であったものの、売上債権の増加額が６億77百万円であったこと等が主な要因

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、３億32百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億65

百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は、17百万円となりました。これは主に、配当金の支払額２億67百万円によるもので

あります。   

  

 当第１四半期における業績が計画通りに推移している現時点におきましては、平成21年５月15日に発表いたしまし

た業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

①税金費用の計算 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の配賦方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計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。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  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、経営環境等及び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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

 ンニングを利用する方法によっております。  

  

該当事項はありません。 

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

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,406,498 6,692,122

受取手形及び売掛金 7,606,296 6,925,787

有価証券 1,169,710 1,166,495

商品及び製品 1,400,924 1,192,129

原材料及び貯蔵品 471,158 483,122

繰延税金資産 318,481 316,648

その他 551,633 472,827

貸倒引当金 △1,631 △5,177

流動資産合計 17,923,073 17,243,955

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,037,577 3,037,577

その他（純額） 4,919,265 4,684,314

有形固定資産合計 7,956,843 7,721,892

無形固定資産 198,070 213,502

投資その他の資産   

投資有価証券 1,771,494 1,702,609

長期貸付金 4,373 4,899

繰延税金資産 1,108,804 1,137,122

その他 867,587 916,417

貸倒引当金 △64,479 △64,480

投資その他の資産合計 3,687,779 3,696,567

固定資産合計 11,842,693 11,631,962

資産合計 29,765,767 28,875,917



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,841,910 5,569,447

短期借入金 416,601 166,404

未払金 1,136,430 1,271,127

未払法人税等 321,432 316,726

賞与引当金 515,371 235,024

販売促進引当金 427,507 403,597

その他 613,885 561,404

流動負債合計 9,273,140 8,523,732

固定負債   

長期未払金 273,420 345,516

退職給付引当金 2,466,393 2,397,112

長期預り保証金 176,830 177,731

固定負債合計 2,916,644 2,920,359

負債合計 12,189,785 11,444,091

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,387,136 1,387,136

資本剰余金 1,655,257 1,655,201

利益剰余金 16,202,477 16,135,025

自己株式 △1,849,882 △1,850,297

株主資本合計 17,394,988 17,327,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 129,014 90,276

為替換算調整勘定 51,978 14,484

評価・換算差額等合計 180,993 104,760

純資産合計 17,575,981 17,431,826

負債純資産合計 29,765,767 28,875,917



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,182,375 11,665,202

売上原価 5,763,635 5,781,529

売上総利益 5,418,740 5,883,673

販売費及び一般管理費 4,948,024 5,240,422

営業利益 470,715 643,251

営業外収益   

受取利息 11,199 10,091

受取配当金 11,926 12,651

保険解約返戻金 － 10,265

為替差益 9,300 －

その他 12,317 8,554

営業外収益合計 44,744 41,562

営業外費用   

支払利息 1,662 1,169

為替差損 － 403

営業外費用合計 1,662 1,573

経常利益 513,797 683,240

特別利益   

貸倒引当金戻入額 221 3,546

特別利益合計 221 3,546

特別損失   

固定資産除却損 2,998 12,870

投資有価証券評価損 107,209 －

特別損失合計 110,207 12,870

税金等調整前四半期純利益 403,811 673,917

法人税等 210,677 319,803

四半期純利益 193,133 354,113



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 403,811 673,917

減価償却費 196,757 235,619

固定資産除却損 2,998 12,870

投資有価証券評価損益（△は益） 107,209 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △221 △3,546

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,658 69,281

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △530,814 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 267,930 280,347

販売促進引当金の増減額（△は減少） 9,402 23,910

受取利息及び受取配当金 △23,125 △22,742

支払利息 1,662 1,169

為替差損益（△は益） △9,300 403

売上債権の増減額（△は増加） △236,889 △677,587

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,933 △193,787

仕入債務の増減額（△は減少） △35,241 271,638

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,711 58,148

長期未払金の増減額（△は減少） 545,479 △72,095

未払金の増減額（△は減少） △413,523 △160,606

その他 △7,874 △152,601

小計 461,562 344,340

利息及び配当金の受取額 15,798 16,012

利息の支払額 △1,662 △271

法人税等の支払額 △369,066 △308,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,632 51,679

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入 885 822

貸付けによる支出 △1,200 △300

投資有価証券の取得による支出 △2,222 △2,365

有価証券の償還による収入 － 1,000,000

有価証券の取得による支出 － △999,006

有形固定資産の売却による収入 － 2,824

有形固定資産の取得による支出 △72,337 △365,779

無形固定資産の取得による支出 △1,067 △17,764

その他 △1,430 48,978

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,371 △332,590

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） 61,731 250,197

配当金の支払額 △337,930 △267,886

自己株式の売却による収入 － 471

自己株式の取得による支出 △998 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,198 △17,218

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,260 12,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,677 △285,599

現金及び現金同等物の期首残高 5,788,830 6,428,301

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,544,152 6,142,702



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

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

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

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

   

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
食品事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  10,061,291  1,121,084  11,182,375  －  11,182,375

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  10,061,291  1,121,084  11,182,375  －  11,182,375

営業利益  544,206  40,402  584,609  (113,893)  470,715

  
食品事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  10,590,961  1,074,241  11,665,202  －  11,665,202

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  10,590,961  1,074,241  11,665,202  －  11,665,202

営業利益  707,804  55,214  763,019  (119,767)  643,251

〔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。  

  

  

６．その他の情報
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