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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 18,903 △7.9 1,211 45.4 1,316 25.1 686 19.5
21年3月期第1四半期 20,520 ― 833 ― 1,052 ― 574 ―

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 29.08 ―

21年3月期第1四半期 24.33 ―

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 83,711 57,169 67.8 2,404.79
21年3月期 80,157 55,776 69.1 2,346.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  56,772百万円 21年3月期  55,394百万円

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 ― 16.50 ― 18.50 35.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

16.50 ― 16.50 33.00

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

40,500 △1.5 1,800 11.7 1,800 5.8 1,000 7.1 42.36

通期 80,500 2.0 3,800 33.0 3,700 38.8 2,200 45.7 93.19
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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） 

(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 

 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。なお、業績予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想
に関する定性的情報をご覧ください。 

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 23,652,550株 21年3月期  23,652,550株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  44,583株 21年3月期  44,434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 23,608,008株 21年3月期第1四半期 23,609,167株
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当第１四半期（平成21年４月から６月）におけるわが国経済は、世界的な景気悪化の影響から企業収益は引き

続き低迷し、雇用不安の高まりなどから個人消費は依然として冷え込むなど、大変厳しい状況が続いておりま

す。 

このような状況下、当社グループは当会計年度を初年度とする新中期経営計画（平成21年度－平成23年度）を

策定し、さらなる企業価値の向上に向けた経営基本方針と各種戦略を掲げ、期をスタートいたしました。売上高

につきましては、収益体質の強化に向けたグループ内の事業再編として昨年度に実施した生わかめ事業の整理や

中国子会社で取り扱う「水産加工品」の販売形態の変更による売上の減少と、各国の景気後退の影響をうけた

「食品用改良剤」及び「化成品」の販売不振により、前年同期比7.9％減の189億3百万円と前年を下回りました。

一方利益面では、原材料価格の落ち着きに加え販売管理費の削減活動を継続して行った結果、営業利益は前年同

期比45.4％増の12億11百万円、経常利益は前年同期比25.1％増の13億16百万円と共に前年を上回りました。四半

期純利益は前年同期比19.5％増の6億86百万円となりました。 

  

 セグメント別の概況は次のとおりです。 

  

（食品事業部門） 

「家庭用食品」では、「ふえるわかめ（乾燥わかめ）」は国内産・中国産共に好調に推移したものの、生わか

め事業の整理（平成21年３月にて販売終了）を行ったことにより、売上が前年を下回りました。「業務用食品」

では、ドレッシング類は好調に推移したものの、生わかめなどのわかめ関連商品の売上が減少したことにより、

売上が前年を若干下回りました。「加工食品用原料」では、「水産加工品」の販売形態の変更を前第２四半期か

ら実施したため、売上が前年を下回りました。また「食品用改良剤」では、国内市場では売上が前年並となりま

したが、欧州を中心とした海外市場の市況低迷と為替円高の影響を受け、売上が前年を下回りました。 

  

（化成品事業部門） 

海外市場での市況低迷と為替円高の影響を受けた売上の減少に加え、国内市場におけるデジタル家電・自動車

部品分野の在庫調整による受注減から、売上が前年を下回りました。 

  

（ビタミン・その他事業部門） 

ビタミン類では、健康食品用途のビタミンＥの減少により、売上が前年を下回りました。また電子精密部品関

係では、景気後退による取引先企業からの受注が引き続き減少しており、売上が前年を下回りました。 

  

  

  

当第１四半期末の総資産は837億11百万円となり、前期末に比べ35億53百万円増加いたしました。現金及び預金

などが減少しましたが、受取手形及び売掛金、たな卸資産、保有株式の株価上昇による投資有価証券などが増加

したことによるものであります。 

負債は265億41百万円となり、前期末に比べ21億60百万円増加いたしました。流動負債にて支払手形及び買掛

金、短期借入金などが増加し、固定負債にて保有株式の時価評価に伴う繰延税金負債などが増加したことによる

ものであります。 

純資産は571億69百万円となり、前期末に比べ13億93百万円増加いたしました。利益剰余金が配当金の支払によ

る減少と四半期純利益の計上による増加にて変動しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ8億20百万円減少し7億12百万円の支出となりました。

主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が増加しましたが、売上債権の増加額及びたな卸資産の増加

額が前年同期を上回ったことなどによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の実施などにより、2億30百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払を行い、短期借入金が増加したことなどにより、4億3百

万円の収入となりました。 

以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は110億77百万円となりました。 

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期における業績は概ね計画どおり推移しており、前回発表（平成21年４月27日）の第２四半期連結

累計期間業績予想及び通期業績予想に変更はありません。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

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、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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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。 

  

 該当事項はありません。  

  

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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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 10,553 10,963

受取手形及び売掛金 18,320 17,629

有価証券 1,359 1,312

商品及び製品 6,341 5,450

仕掛品 3,384 3,399

原材料及び貯蔵品 5,615 4,209

その他 1,906 1,986

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 47,469 44,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,602 11,455

機械装置及び運搬具（純額） 8,807 8,908

その他（純額） 3,632 3,717

有形固定資産合計 24,042 24,081

無形固定資産 860 861

投資その他の資産   

投資有価証券 9,625 8,542

その他 1,730 1,739

貸倒引当金 △16 △7

投資その他の資産合計 11,339 10,274

固定資産合計 36,241 35,216

資産合計 83,711 80,157

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,624 7,983

短期借入金 7,575 6,418

未払法人税等 436 552

引当金 210 790

その他 4,879 4,444

流動負債合計 21,727 20,189

固定負債   

長期借入金 1,153 1,143

引当金 824 727

その他 2,835 2,319

固定負債合計 4,813 4,191

負債合計 26,541 24,381
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,537 2,537

資本剰余金 2,466 2,466

利益剰余金 49,917 49,668

自己株式 △67 △67

株主資本合計 54,854 54,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,603 1,911

繰延ヘッジ損益 △5 △10

為替換算調整勘定 △679 △1,110

評価・換算差額等合計 1,917 789

少数株主持分 397 381

純資産合計 57,169 55,776

負債純資産合計 83,711 80,157
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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）

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 20,520 18,903

売上原価 14,607 13,079

売上総利益 5,913 5,824

販売費及び一般管理費 5,080 4,613

営業利益 833 1,211

営業外収益   

受取利息 25 14

受取配当金 168 146

為替差益 119 6

その他 32 43

営業外収益合計 346 211

営業外費用   

支払利息 118 92

その他 7 13

営業外費用合計 126 105

経常利益 1,052 1,316

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 1 12

投資有価証券評価損 2 24

減損損失 － 137

その他 － 1

特別損失合計 3 175

税金等調整前四半期純利益 1,048 1,141

法人税等 489 454

少数株主利益又は少数株主損失（△） △15 0

四半期純利益 574 686
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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）

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 1,048 1,141

減価償却費 904 833

減損損失 － 137

固定資産除却損 1 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 10

賞与引当金の増減額（△は減少） △555 △559

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13 96

受取利息及び受取配当金 △193 △161

支払利息 118 92

為替差損益（△は益） △74 △65

売上債権の増減額（△は増加） △390 △702

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,327 △2,021

仕入債務の増減額（△は減少） 749 664

その他 211 308

小計 461 △232

利息及び配当金の受取額 187 160

利息の支払額 △114 △95

法人税等の支払額 △425 △544

営業活動によるキャッシュ・フロー 108 △712

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 △483 △223

無形固定資産の取得による支出 △1 △7

投資有価証券の取得による支出 △147 △3

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 2 2

その他 － 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △630 △230

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） 73 880

長期借入金の返済による支出 △48 △45

配当金の支払額 △379 △427

その他 △0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △355 403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △927 △409

現金及び現金同等物の期首残高 10,081 11,486

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 31 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,186 11,077
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 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）  

  

  

 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） 

（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

（百万円） 
化成品事業

（百万円） 

ビタミン・

その他事業 
（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  17,168  1,721  1,630  20,520  －  20,520

  (2) セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

 計  17,168  1,721  1,630  20,520  －  20,520

営業利益  637  58  136  833  － 833

  
食品事業

（百万円） 
化成品事業

（百万円） 

ビタミン・

その他事業 
（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  16,129  1,397  1,377  18,903  －  18,903

  (2) セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

 計  16,129  1,397  1,377  18,903  －  18,903

営業利益  1,096  52  61  1,211  －  1,211

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  16,875  2,580  1,064  20,520  －  20,520

  (2) セグメント間の内部売上高 

    又は振替高  
 256  1,158  78  1,493  (1,493)  －

 計  17,132  3,738  1,143  22,014  (1,493)  20,520

営業利益又は営業損失（△）  831  △61  35  805  27  833

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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  16,352  1,894  657  18,903  －  18,903

  (2) セグメント間の内部売上高 

    又は振替高  
 222  1,104  170  1,497  (1,497)  －

 計  16,574  2,998  827  20,401  (1,497)  18,903

営業利益  1,069  107  2  1,179  31  1,211
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 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） 

  

 該当事項はありません。 

  

 （単位：百万円）   

  （注）食品事業セグメントの各事業内容は次のとおりであります。 

    家庭用食品   ・・・ 一般家庭向け加工食品 
    業務用食品   ・・・ 業務用市場向け加工食品 
    加工食品用原料 ・・・ 食品業界・大口需要家向け加工食品用原料・素材  
    食品用改良剤  ・・・ 食品業界向け食品用改良剤  

〔海外売上高〕

  欧米 アジアその他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,957  1,546  3,504

Ⅱ 連結売上高（百万円）  20,520

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 9.6  7.5  17.1

  欧米 アジアその他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,213  1,124  2,338

Ⅱ 連結売上高（百万円）  18,903

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 6.4  6.0  12.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．販売の状況

  

 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) 

増  減 

 区分  金額  構成比 金額  構成比  金額  前年同期比

       ％       ％       ％ 

 食品事業 17,168   83.7  16,129  85.3  △1,038  △6.1 

家庭用食品  4,785  23.3  4,615  24.4  △170  △3.6 

業務用食品  2,861  13.9  2,838  15.0  △22  △0.8 

加工食品用原料  4,031  19.6  3,732  19.7  △299  △7.4 

食品用改良剤  5,489  26.9  4,942  26.2  △546  △10.0 

 化成品事業 1,721  8.4  1,397  7.4  △324  △18.9 

 ビタミン・その他事業 1,630  7.9  1,377  7.3  △253  △15.5 

ビタミン事業  1,246  6.1  1,150  6.1  △95  △7.7 

電子精密部品他 384  1.8  226  1.2  △157  △41.0 

合 計 20,520  100.0  18,903  100.0  △1,616  △7.9 
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