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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） 

（注） 当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については、 
    記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 
 

(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 3,428 ― 150 ― 149 ― 72 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 7.50 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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 10,088 5,108 50.6 529.03
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,100百万円 21年3月期  ―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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 ― 8.00 16.00

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  有  
（注） 連結業績予想につきましては、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期の増減率に 
    ついては、記載しておりません。 

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

7,090 ― 200 ― 190 ― 87 ― 9.01

通期 15,280 ― 750 ― 730 ― 345 ― 35.73
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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．当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率 
  については、記載しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想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「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 9,868,800株 21年3月期  9,868,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  212,455株 21年3月期  210,294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 9,657,086株 21年3月期第1四半期 9,835,016株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気減速の影響を受け企業業績の不振によ
る雇用不安や所得減少懸念が継続しており、依然として消費者の生活防衛意識は高く、引き続き節約志向
の意識が見られました。また、原油価格が再び上昇する等、不透明感の強まる状況が続いております。 
食品業界においても、家計所得の悪化を背景に、消費者の先行きに対する不安により生活防衛意識が高

まり、低価格志向や節約意識が顕著になるなど経営環境は引き続き厳しい状況となっております。 
このような状況の下、当社は消費者ニーズに応え、主力製品の育成と拡販を強化・継続、かつ業務用製

品の積極的推進に取り組むとともに、高品質で価値ある製品を供給することを主眼に、従来にも増して安
心・安全及び品質管理の徹底を図ってまいりました。また、消費者の低価格志向、高品質志向に対応する
ための品揃えを充実させ需要の喚起に努めました。 
「おいしさで・しあわせをつくる」を企業理念として食文化の創造を掲げ、「食」を進化させ続けるこ

とを目指し、全社の総合力を強化し効率経営の推進に取り組んでまいりました。 
売上高におきましては、市場の低価格志向に対応した新製品展開や内食志向に伴い「ぱぱっと逸品シリ

ーズ」がメディアで紹介された効果もあり大きく伸長し、粉末調味料の売上も好調に推移いたしました。
その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高34億28百万円、営業利益1億50百万円、経常利

益1億49百万円、四半期純利益72百万円となりました。 
  

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、100億88百万円となりました。固定資産が総資産の57.5％を
占め、流動資産は総資産の42.3％を占め、繰延資産は総資産の0.2％を占めております。  
負債は、49億79百万円となりました。流動負債が負債合計の74.4％を占め、固定負債は負債合計の

25.6％を占めております。 
純資産は、51億8百万円となりました。これの負債・純資産合計に占める比率は、50.6％でありま

す。 
  

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、13億43百万円と
なりました。    
営業活動による資金の減少額は、2億3百万円となりました。税金等調整前四半期純利益1億49百万円

を計上しましたが、賞与支給や前期決算にかかる法人税等の確定納付額が大きく影響したことによるも
のであります。 
投資活動による資金の減少額は、主に有形固定資産の取得により、1億42百万円となりました。 
財務活動による資金の増加額は、主に短期の運転資金を借入れたことにより、2億50百万円となりま

した。 
  

平成22年3月期の連結業績につきましては、本日（平成21年8月4日）別途開示しております「平成22年3
月期連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

【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
①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按
分する方法によっております。 
  

固定費的な要素が大きいもの、又は重要性の乏しいものについては、合理的な算定方法による概算額
で計上する方法等によっております。 
  

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解
消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰延べる方法を採用しております。
   

当連結会計年度の税金等調整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、
税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

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 
 簡便な会計処理
①固定資産の減価償却費の算定方法

②経過勘定項目の算定方法

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
①原価差異の繰延処理

②税金費用の計算

(3) 四半期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。
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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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,343

受取手形及び売掛金 1,784

商品及び製品 566

原材料 228

その他 414

貸倒引当金 △64

流動資産合計 4,272

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,679

土地 2,243

リース資産（純額） 710

その他（純額） 329

有形固定資産合計 4,962

無形固定資産 21

投資その他の資産  

投資その他の資産 820

貸倒引当金 △5

投資その他の資産合計 815

固定資産合計 5,799

繰延資産 15

資産合計 10,088

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,231

短期借入金 662

未払金 716

未払法人税等 71

賞与引当金 225

役員賞与引当金 5

その他 792

流動負債合計 3,705

固定負債  

長期借入金 61

退職給付引当金 282

役員退職慰労引当金 432

その他 497

固定負債合計 1,274

負債合計 4,979
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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) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 870

資本剰余金 379

利益剰余金 3,956

自己株式 △112

株主資本合計 5,094

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 6

評価・換算差額等合計 6

少数株主持分 7

純資産合計 5,108

負債純資産合計 10,088
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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）

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 3,428

売上原価 1,739

売上総利益 1,689

販売費及び一般管理費 1,539

営業利益 150

営業外収益 9

営業外費用 10

経常利益 149

特別損失 0

税金等調整前四半期純利益 149

法人税、住民税及び事業税 77

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 72
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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 149

減価償却費 146

賞与引当金の増減額（△は減少） △167

売上債権の増減額（△は増加） △35

たな卸資産の増減額（△は増加） △144

仕入債務の増減額（△は減少） 117

その他 △75

小計 △8

法人税等の支払額 △189

その他の支出 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △203

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 △140

投資有価証券の取得による支出 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △142

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） 450

長期借入金の返済による支出 △37

リース債務の返済による支出 △83

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー 250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94

現金及び現金同等物の期首残高 1,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,343
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該当事項はありません。 
  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める食品事業の割合が、いずれも90％を超え
ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 
  

〔海外売上高〕 

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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

 当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の財務諸表につきま
しては、記載しておりません。 
 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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前事業年度末及び前第1四半期会計期間に係る財務諸表 

(1)貸借対照表 
                                         （単位：百万円）       

「参考資料」

科目
前事業年度末

(平成21年3月31日)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 1,422

   受取手形 67

   売掛金 1,681

   商品及び製品 432

   原材料 216

   前払費用 36

   繰延税金資産 252

   その他 38

   貸倒引当金 △ 55

  流動資産合計 4,092

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    建物 3,534

     減価償却累計額 2,007

     建物(純額) 1,526

    構築物 327

     減価償却累計額 155

     構築物(純額) 172

    機械及び装置 847

     減価償却累計額 626

     機械及び装置(純額) 220

    車両運搬具 9

     減価償却累計額 7

     車両運搬具(純額) 1

    工具、器具及び備品 78

     減価償却累計額 63

     工具、器具及び備品(純額) 14

    土地 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 4,895

   無形固定資産

    リース資産 21

    その他 1

    無形固定資産合計 23

   投資その他の資産

    投資有価証券 80

    関係会社株式 70

    長期前払費用 7

    長期預り敷金保証金 277

    繰延税金資産 363

    その他 73

    貸倒引当金 △ 5

    投資その他の資産合計 867

   固定資産合計 5,786

 資産合計 9,878
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                                         （単位：百万円） 

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  

科目
前事業年度末

(平成21年3月31日)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

   買掛金 1,113

   短期借入金 150

   １年内返済予定の長期借入金 87

   １年内償還予定の社債 300

   リース債務 306

   未払金 759

   未払費用 134

   未払法人税等 183

   未払消費税等 44

   預り金 15

   賞与引当金 392

   役員賞与引当金 18

   流動負債合計 3,505

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 73

   リース債務 442

   退職給付引当金 271

   役員退職慰労引当金 425

   その他 43

   固定負債合計 1,257

  負債合計 4,762

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

   資本金 870

   資本剰余金

    資本準備金 379

    資本剰余金合計 379

   利益剰余金

    利益準備金 90

    その他利益剰余金

     別途積立金 3,550

     繰越利益剰余金 332

    利益剰余金合計 3,972

   自己株式 △ 111

   株主資本合計 5,111

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 4

   評価・換算差額等合計 4

  純資産合計 5,115

 負債純資産合計 9,878
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(2)四半期損益計算書 

                                         （単位：百万円）       

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  

(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

                                       （単位：百万円）   

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 

  

科目
前第1四半期累計期間
(自 平成20年4月 1日   
  至 平成20年6月30日)

Ⅰ 売上高 3,180

Ⅱ 売上原価 1,703

   売上総利益 1,476

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,470

   営業利益 6

Ⅳ 営業外収益 9

Ⅴ 営業外費用 8

   経常利益 7

Ⅵ 特別利益 34

Ⅶ 特別損失 0

   税引前四半期純利益 42

  法人税、住民税及び事業税 25

   四半期純利益 16

科目
前第1四半期累計期間
(自 平成20年4月 1日   
  至 平成20年6月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 42

   減価償却費 63

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 34

   売上債権の増減額（△は増加） 75

   たな卸資産の増減額（△は増加） △ 73

   仕入債務の増減額（△は減少） △ 75

   その他 △ 223

   小計 △ 226

   法人税等の支払額 △ 220

   その他の支出 0

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 447

Ⅱ 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 △ 15

   その他 8

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7

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（△は減少） 500

   その他 △ 166

   財務活動によるキャッシュ・フロー 333

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 121

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,417

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,295
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