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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 9,112 5.6 409 231.0 478 5.2 175 21.6
21年3月期第1四半期 8,628 ― 123 ― 454 ― 144 ―

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 5.31 ―

21年3月期第1四半期 4.37 ―

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 60,318 38,625 64.0 1,169.61
21年3月期 58,432 39,714 68.0 1,202.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  38,625百万円 21年3月期  39,714百万円

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 ― 10.00 ― 42.00 52.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 42.00 52.00

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

19,200 4.6 450 △53.9 450 △61.0 250 △52.5 7.49

通期 47,000 3.3 8,650 △0.2 8,650 0.2 5,150 8.2 157.38



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） 

(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、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されており、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する項目については、添付資料の４ページを参照してください。 

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 33,359,040株 21年3月期  33,359,040株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  335,289株 21年3月期  335,046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 33,023,845株 21年3月期第1四半期 33,003,552株



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 

   業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、世界的な経済の悪化が続く環境の中で、輸出企業にとどまらず内需関

連企業の収益も大きく悪化いたしました。特に、これに伴う個人所得の低下や雇用情勢の一層の悪化により、個人消

費の冷え込みによる影響は大きく、国内の景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。一方きのこを含む食品業

界におきましては、消費者の食の安全・安心への関心に加えて、消費に対する生活防衛への意識の高まりなどにより

内食の傾向が引き続き継続し、順調に推移いたしました。 

  このような経済環境の中、当社グループは製品の安全性に万全の体制で臨むとともに、各事業におきまして収益の

拡大に努めてまいりました。当社グループの中核を占めますきのこ事業におきましては、米国カリフォルニア州の工

場におきまして前期１月より、また台湾の工場におきましては当期４月より、それぞれブナシメジ、エリンギ、マイ

タケが出荷開始となりました。 

  販売面におきましては、４月、５月は内食傾向の続くなかで価格、販売量ともに堅調に推移いたしましたが、６月

以降につきましては、潤沢な野菜の供給などに押されて野菜価格が下落傾向となり、それにともなってきのこの価格

も低調に推移してまいりました。しかし、それまでの順調な価格、販売量の推移により、ほぼ計画どおりとなりまし

た。また、化成品事業におきましては、一時の原油高に伴う原材料や資材の値上げは一段落したものの未だ高含み感

の拭いきれない厳しい環境ではありましたが、新規開拓などの積極的な営業活動により、ほぼ計画通り推移しており

ます。 

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は91億12百万円（前年同四半期比5.6％増）、営業利益４億９百

万円（同231％増）、経常利益４億78百万円（同5.2％増）、四半期純利益１億75百万円（同21.6％増）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あります。 

［きのこ事業］ 

  きのこ事業におきましては、生産の拡大と品質の向上、販売の強化を中心に業績の拡大に努めてまいりました。生

産部門におきましては、米国カリフォルニア州の工場にて前期１月より、台湾の工場にて当期４月より、ブナシメ

ジ、エリンギ、マイタケの出荷が開始となりました。この稼動により当第１四半期連結会計期間の生産量は、ブナピ

ーを含めブナシメジが8,713ｔ（同4.8％増）、エリンギ3,722ｔ（同3.8％増）、マイタケ2,500ｔ（同2.9％増）とな

りました。また販売部門におきましては、４月、５月につきましては内食傾向が続く中で堅調に推移し、６月以降に

つきましては潤沢な野菜の供給による野菜価格の下落傾向にともなってきのこの価格が低調に推移したことや季節的

要因などにより若干の影響がありましたが、それまでの順調な価格、販売量の推移により、ほぼ計画どおりとなりま

した。以上の結果、きのこ事業全体の売上高は76億14百万円（同4.2％増）となりました。 

 [化成品事業] 

  化成品事業におきましては、一時の原油高に伴う原材料や資材の値上げは一段落したものの未だ高含み感の拭いき

れない厳しい環境となりましたが、包装資材部門を中心としたきめ細やかな営業活動や新規開拓を展開し、ほぼ計画

どおり推移致しました。以上の結果、当事業の売上高は14億98百万円（同13.7％増）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は35億55百万円となり、前連結

会計年度末より12億55百万円増加いたしました。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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動により減少した資金は23億23百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億84百万

円、減価償却費７億29百万円等による増加と、法人税等の支払額31億32百万円等の減少によるものであります。 

 また、前年同四半期と比べ７億32百万円の支出の増加となりました。これは主に、法人税等の支払の増加５億26百

万円によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動により減少した資金は15億28百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15億29百

万円等の減少によるものであります。 

 また、前年同四半期と比べ２億30百万円の支出の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

の増加２億54百万円によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動により増加した資金は51億11百万円となりました。これは主に、配当金の支払額13億88百万円等による減

少と短期借入金の借入れ65億円等の増加によるものであります。 

 また、前年同四半期と比べ13億59百万円多く獲得しました。これは主に、短期借入金の借入れの増加15億円による

ものであります。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、きのこの販売価格が気候、天候や

他の野菜価格の相場に大きく左右されるため、現時点では平成21年５月19日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

（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 

 該当事項はありません。 

（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 

 該当事項はありません。 

  



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 4,002 2,742

受取手形及び売掛金 2,164 2,522

商品及び製品 1,170 686

仕掛品 2,391 2,385

原材料及び貯蔵品 346 396

繰延税金資産 353 577

その他 315 302

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 10,741 9,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 38,382 36,518

減価償却累計額 △12,586 △12,289

建物及び構築物（純額） 25,795 24,229

機械装置及び運搬具 14,143 13,148

減価償却累計額 △7,551 △7,185

機械装置及び運搬具（純額） 6,591 5,962

土地 11,135 10,653

建設仮勘定 816 2,916

その他 1,236 1,177

減価償却累計額 △844 △828

その他（純額） 392 348

有形固定資産合計 44,731 44,111

無形固定資産 134 137

投資その他の資産   

投資有価証券 3,710 3,447

長期貸付金 133 136

繰延税金資産 413 525

その他 601 618

貸倒引当金 △148 △154

投資その他の資産合計 4,711 4,573

固定資産合計 49,576 48,821

資産合計 60,318 58,432



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,586 3,693

短期借入金 14,500 8,000

未払法人税等 52 3,193

引当金 345 734

その他 3,114 3,001

流動負債合計 21,599 18,623

固定負債   

その他 94 94

固定負債合計 94 94

負債合計 21,693 18,718

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,692 5,692

利益剰余金 28,385 29,597

自己株式 △713 △713

株主資本合計 38,864 40,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 108 △51

為替換算調整勘定 △348 △310

評価・換算差額等合計 △239 △362

純資産合計 38,625 39,714

負債純資産合計 60,318 58,432



（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 8,628 9,112

売上原価 6,433 6,605

売上総利益 2,195 2,507

販売費及び一般管理費   

販売手数料 595 666

運搬費 593 584

賞与引当金繰入額 58 47

貸倒引当金繰入額 4 －

その他 818 799

販売費及び一般管理費合計 2,071 2,098

営業利益 123 409

営業外収益   

為替差益 209 －

助成金収入 78 153

その他 71 69

営業外収益合計 360 223

営業外費用   

支払利息 29 18

為替差損 － 136

その他 － 0

営業外費用合計 29 154

経常利益 454 478

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 6

その他 0 0

特別利益合計 8 6

特別損失   

投資有価証券評価損 97 －

災害による損失 9 －

その他 0 －

特別損失合計 106 －

税金等調整前四半期純利益 355 484

法人税、住民税及び事業税 71 81

法人税等調整額 140 227

法人税等合計 211 309

四半期純利益 144 175



（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 355 484

減価償却費 520 729

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） △278 △389

受取利息及び受取配当金 △40 △26

支払利息 29 18

為替差損益（△は益） △209 125

投資有価証券評価損益（△は益） 97 －

売上債権の増減額（△は増加） 267 356

たな卸資産の増減額（△は増加） △388 △443

仕入債務の増減額（△は減少） △151 △105

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36 △14

その他の流動負債の増減額（△は減少） 763 58

その他 9 14

小計 1,008 800

利息及び配当金の受取額 40 26

利息の支払額 △29 △18

災害損失の支払額 △4 －

法人税等の支払額 △2,606 △3,132

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,591 △2,323

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 △1,275 △1,529

投資有価証券の売却による収入 － 5

その他の支出 △96 △8

その他の収入 74 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,297 △1,528

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 5,000 7,000

短期借入金の返済による支出 － △500

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 74 －

配当金の支払額 △1,320 △1,388

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,751 5,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 95 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 958 1,255

現金及び現金同等物の期首残高 4,999 2,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,958 3,555



（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

(注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３. 事業区分の変更 

前第１四半期連結累計期間    

  事業区分につきましては、前連結会計年度まで「きのこ事業」、「化成品事業」及び「健康食品関連事業」

の３区分によっておりましたが、当第１四半期連結累計期間より「きのこ事業」、「化成品事業」の２区分に

変更しております。 

  これは「健康食品関連事業」の規模の縮小に伴い今後の事業方針の見直しを行ない、グループ全体の事業区

分における位置づけを再検討した結果、同事業をきのこ加工製品の一部として、「きのこ事業」に含めて表示

することとしたものであります。 

  なお、「健康食品関連事業」の区分変更に伴う事業の種類別セグメント情報に与える影響は、軽微でありま

す。  

４. 追加情報  

前第１四半期連結累計期間 

  当社及び国内連結子会社の主要な機械装置につきましては、従来、耐用年数を５～10年としておりましたが

当第１四半期連結会計期間より７～10年に変更いたしました。 

  この変更は、平成20年度の税制改正を契機として耐用年数の見直しを行ったことによるものです。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結会計年度における営業利益は「きのこ

事業」が91百万円、「化成品事業」が０百万円それぞれ増加しております。 

 
きのこ事業 
（百万円） 

化成品事業 
（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 7,310 1,317 8,628 － 8,628 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
7 20 27 △27   

計 7,317 1,338 8,656 △27 8,628 

営業利益 60 65 125 △1 123 

 
きのこ事業 
（百万円） 

化成品事業 
（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 7,614 1,498 9,112 － 9,112 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
20 29 49 △49 － 

計 7,635 1,527 9,162 △49 9,112 

営業利益 313 113 426 △17 409 

事業区分 主要製品 

きのこ事業 ブナシメジ、エリンギ、マイタケ、アガリクス、ヤマブシタケ 

化成品事業 包装資材、農業資材 



〔所在地別セグメント情報〕 

 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）及び当第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。 

  

〔海外売上高〕 

 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）及び当第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） 

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

（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 

  該当事項はありません。 
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