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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 67,904 0.1 2,994 17.6 3,491 30.7 2,422 79.5
21年3月期第1四半期 67,819 ― 2,546 ― 2,672 ― 1,349 ―

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 14.49 13.24
21年3月期第1四半期 8.08 7.38

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 180,024 92,078 50.4 542.84
21年3月期 182,863 88,536 47.7 521.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  90,725百万円 21年3月期  87,205百万円

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 ― 3.50 ― 4.50 8.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 ― 3.50 7.00

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

140,000 1.7 4,500 △8.3 4,500 △8.1 2,500 13.3 14.96

通期 280,000 1.2 10,000 △6.4 10,000 2.7 5,500 13.9 32.91
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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 

上記の業績予想につきましては、現時点で入手された情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因により大きく異なることがありうること
をご承知置きください。 

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） 22年3月期第1四半期 174,148,018株 21年3月期  174,148,018株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,017,599株 21年3月期  7,015,503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 167,130,860株 21年3月期第1四半期 167,136,635株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、引き続き世界的な金融・経済危機による景気停滞局面の中

で厳しい状況が続きました 

 食品業界においては、原材料や諸資材などのコスト上昇は一応の落ち着きを取り戻しましたが、

景気悪化に伴う消費者の節約志向が高まり、個人消費が低迷するなど厳しい事業環境となっており

ます。 

 製粉業界においては、小麦の政府売渡価格が、昨年４月と１０月の２回にわたり引上げられまし

たが、本年４月からは、一転して平均１４．８％の引き下げが行われるなど、かつてない激動の渦

中にあります。 

 このような状況の下で、当社グループは「０８／０９新経営計画ＳＧ１００」の達成に向け全力

を挙げて取り組み、コアビジネスである製粉事業をはじめとする各事業分野において一層の競争力

強化とコストの低減を図ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期の業績は、売上高679億４百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益29億

９千４百万円（同17.6％増）、経常利益34億９千１百万円（同30.7％増）、四半期純利益24億２千

２百万円（同79.5％増）となりました。 

 事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  

①製粉事業 

 本年４月に外国産小麦の政府売渡価格が引き下げられたことに伴い、本年５月に小麦粉販売価格

の改定を行いました。当社グループは、お客様のニーズや食の多様化に対応するため、新製品の開

発、技術講習会の開催、提案営業など活発な営業活動を推進した結果、小麦粉の出荷は前年を上回

りました。 

 副製品のふすまについては、穀物相場下落の影響により売上は前年を下回りました。 

 以上により、製粉事業の売上高は267億４千３百万円（前年同期比2.9％増）、営業利益は13億５

千６百万円（同5.9％増）となりました。 

  

②食品事業 

 当社グループは、お客様のニーズに対応した新商品の開発と投入を積極的に行い、各種展示会へ

の出展、セミナー・技術講習会の開催など積極的なマーケティング活動を展開しました。 

 プレミックス類については、内容量を小包装化したハンディパックの出荷が好調で売上は前年を

上回りました。パスタ関連商品については、業務用の売上は不振でしたが、家庭用の売上は前年を

上回りました。冷凍食品、食材類の売上は、市販用の冷凍スパゲッティが好調で売上を伸ばしまし

たが、中食関連商品の売上は、前年を下回りました。 

 以上により、食品事業の売上高は338億６百万円（前年同期比3.1％減）、営業利益は16億３千８

百万円（同22.7％増）となりました。 

  

③その他事業 

 ペットフード事業は、出荷が増加し売上を伸ばしました。健康食品事業は、アマニ関連商品が好

調に推移しました。また、エンジニアリング事業の売上も前年を上回りました。 

 以上により、その他事業の売上高は73億５千４百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は４百万

円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ28億３千８百万円減少

し、1,800億２千４百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が増加しましたが、売掛債

権及び棚卸資産が減少したことによるものです。負債の残高は、前連結会計年度末に比べ63億８千

万円減少し、879億４千６百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が減少したことによ

るものです。 

 純資産の残高は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことにより、前連結会計

年度末に比べ35億４千１百万円増加し、920億７千８百万円となりました。  

  

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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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ13億２千

８百万円増加し、120億１千４百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりで

す。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、52億３千２百万円となり、前年同期に比べ73億３千７百

万円増加しました。この主な要因は、棚卸資産の減少によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、10億５千万円の支出となりました。この主な要因は、設

備投資で約12億円支出したことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャルペーパーの返済及び配当金の支払い等によ

り、29億２千６百万円の支出となりました。  

  

 当第１四半期の連結業績につきましては、計画通り進捗しております。しかし、現在の景気停滞

局面では、さらなる需要減退や販売価格低下などが強まる懸念があり、引き続き厳しい経営環境が

続くものと予想されます。また、穀物相場や為替相場の状況も依然として不安定かつ先行き不透明

であり、外国産小麦の売渡制度についての今後の見直しも含め、その動向によっては製粉事業や食

品事業における原材料コストや販売価格に大きな影響を及ぼす懸念があります。 

  このような厳しい状況に対処していくために、コアビジネスである製粉事業をはじめとする各事

業分野において、販売の拡大とより一層のコスト低減を図ってまいります。また、日本製粉グル－

プの連結対象会社全てで事業と商品の検証を行い、経営資源の配分も含め全般的な見直しを図り、

グロ－バルな多角的食品企業として競争力をつけてまいります。 

  以上により、平成22年３月期通期連結業績予想は、平成21年５月15日に公表いたしました当初予

想の通り、売上高2,800億円、営業利益100億円、経常利益100億円、当期純利益55億円を見込んでお

ります。当社グル－プは全力で「０８/０９新経営計画ＳＧ１００」を推進し、当初予想数値を超え

ることができるように努力してまいります。 

  

  該当事項はありません。 

  

①当第１四半期連結会計期間末における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。 

②法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定しております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計

年度決算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を適用

しております。  

  

（会計処理基準に関する事項の変更）   

 請負工事に係わる収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第

１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第

１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。  

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 12,053 10,725

受取手形及び売掛金 31,392 33,657

有価証券 29 24

商品及び製品 11,805 12,124

仕掛品 182 137

原材料及び貯蔵品 6,224 9,923

その他 3,745 4,304

貸倒引当金 △165 △165

流動資産合計 65,267 70,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,309 25,392

機械装置及び運搬具（純額） 17,294 17,896

土地 24,146 24,133

建設仮勘定 317 139

その他（純額） 1,328 1,222

有形固定資産合計 68,396 68,785

無形固定資産   

のれん 85 167

その他 530 503

無形固定資産合計 615 671

投資その他の資産   

投資有価証券 39,308 36,123

その他 7,031 7,082

貸倒引当金 △595 △530

投資その他の資産合計 45,744 42,675

固定資産合計 114,756 112,132

資産合計 180,024 182,863
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,119 12,683

短期借入金 21,640 20,858

1年内償還予定の社債 7,998 7,998

未払法人税等 516 4,197

賞与引当金 258 384

役員賞与引当金 － 50

その他 11,129 14,164

流動負債合計 53,662 60,336

固定負債   

社債 100 100

長期借入金 20,316 21,204

退職給付引当金 2,024 2,016

役員退職慰労引当金 818 933

その他 11,023 9,736

固定負債合計 34,283 33,989

負債合計 87,946 94,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,240 12,240

資本剰余金 11,388 11,388

利益剰余金 59,916 58,247

自己株式 △2,311 △2,311

株主資本合計 81,234 79,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,591 7,793

繰延ヘッジ損益 1 12

為替換算調整勘定 △101 △166

評価・換算差額等合計 9,490 7,640

少数株主持分 1,353 1,331

純資産合計 92,078 88,536

負債純資産合計 180,024 182,863
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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 67,819 67,904

売上原価 52,238 51,454

売上総利益 15,580 16,449

販売費及び一般管理費 13,034 13,455

営業利益 2,546 2,994

営業外収益   

受取利息 13 6

受取配当金 511 409

為替差益 － 185

その他 197 162

営業外収益合計 721 764

営業外費用   

支払利息 204 182

為替差損 210 －

その他 180 83

営業外費用合計 595 266

経常利益 2,672 3,491

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 － 26

特別利益合計 － 27

特別損失   

投資有価証券評価損 29 1

工場立上げ費用 68 －

固定資産除却損 － 1

その他 － 0

特別損失合計 97 2

税金等調整前四半期純利益 2,574 3,516

法人税、住民税及び事業税 2,066 467

法人税等調整額 △853 623

法人税等合計 1,212 1,091

少数株主利益 12 3

四半期純利益 1,349 2,422
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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 2,574 3,516

減価償却費 1,661 1,612

のれん償却額 20 86

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 64

受取利息及び受取配当金 △524 △416

支払利息 204 182

為替差損益（△は益） 207 △146

持分法による投資損益（△は益） 46 △20

有形固定資産売却損益（△は益） △13 －

固定資産除却損 － 16

売上債権の増減額（△は増加） 1,946 2,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,107 3,999

仕入債務の増減額（△は減少） △915 △598

その他 △1,491 △1,495

小計 △385 9,112

利息及び配当金の受取額 534 427

利息の支払額 △242 △233

法人税等の支払額 △2,010 △4,074

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,104 5,232

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 △1,300 △1,232

有形固定資産の売却による収入 25 4

投資有価証券の取得による支出 △508 △354

投資有価証券の売却による収入 538 262

関係会社株式の売却による収入 － 334

貸付けによる支出 △105 △71

貸付金の回収による収入 44 10

その他 △3 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309 △1,050

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） △780 58

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,000 △2,000

長期借入れによる収入 1,400 －

長期借入金の返済による支出 △1,248 △207

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △585 △752

少数株主への配当金の支払額 △13 △14

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,772 △2,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119 72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 238 1,328

現金及び現金同等物の期首残高 9,651 10,685

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,890 12,014
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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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類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 

  

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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。 

   

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載しておりません。 

   

 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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
製粉事業
（百万円） 

食品事業
（百万円） 

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  25,997  34,896  6,925  67,819  －  67,819

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,069  246  485  1,802  (1,802)  －

計  27,067  35,142  7,411  69,621  (1,802)  67,819

営業利益（又は営業損失）  1,280  1,335  △55  2,560  (14)  2,546

  
製粉事業
（百万円） 

食品事業
（百万円） 

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  26,743  33,806  7,354  67,904  －  67,904

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 686  229  385  1,302  (1,302)  －

計  27,430  34,036  7,740  69,207  (1,302)  67,904

営業利益（又は営業損失）  1,356  1,638  4  2,998  (4)  2,994

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等 

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食等 

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置、外食等 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．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
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