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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 4,548 △36.4 237 △59.7 237 △60.3 128 △63.7

21年3月期第1四半期 7,147 ― 590 ― 598 ― 353 ―

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 8.07 ―

21年3月期第1四半期 22.13 ―

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 11,354 4,478 39.4 283.53
21年3月期 12,231 4,477 36.6 279.99

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,475百万円 21年3月期  4,475百万円

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  

   平成２１年３月期期末配当金の内訳 普通配当 ５円００銭 記念配当 ２円００銭 
  

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 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

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

9,000 △35.8 180 △81.8 175 △82.3 130 △75.3 8.13

通期 20,200 △21.0 510 △67.2 500 △67.7 320 △58.2 20.02
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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  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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場
合があります。なお、業績予想の前提となる仮定その他の条件については、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 16,060,000株 21年3月期 16,060,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 274,909株 21年3月期 74,909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 15,910,366株 21年3月期第1四半期 15,986,502株
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（参考）平成２２年３月期の個別業績予想（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２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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 2四半期累計期間 8,800 △35.4 170 △81.0 160 △82.4 120 △75.7 7 51

通期 19,500 △21.0 480 △66.2 470 △67.5 300 △58.7 18 77

(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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【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 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年秋の米国金融危機に端を発した景気悪化が長期化し、設備

投資の減少や雇用不安が続くなど厳しい状況で推移いたしました。 

植物油業界におきましては、海外原料価格が上昇基調となり、再びコスト圧力が高まりましたが、一方で、個人消費の

停滞から油脂トータルの需要減少を背景として、販売競争が激化するなかで、製品価格が低迷するとともに、販売数量も

減少するなど厳しい経営環境となりました。 

このようななかで、当社グループでは、引続き海外原料を中心に最適な調達に力を注ぐとともに、顧客ニーズに合わせ

たきめ細かな営業活動を通して販売数量の確保に努め、加えて生産効率の向上やコストの削減に強力に取り組みました

が、前年度に比べて主力の油脂製品価格が大幅に低下したことを主因として、売上高・利益ともに減少のやむなきに至り

ました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の営業成績は、売上高は 45 億 48 百万円（前年同期 71 億 47 百万円）、営業利

益 2 億 37 百万円（前年同期 5 億 90 百万円）、経常利益 2 億 37 百万円（前年同期 5 億 98 百万円）、四半期純利益 1 億

28 百万円（前年同期 3億 53 百万円）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 四半期末の資産の部は、113 億 54 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 8 億 77 百万円減少しました。主な

要因は、売上債権及び棚卸資産の減少によるものであります。 

負債の部では、前連結会計年度末比 8 億 77 百万円減少の 68 億 76 百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が

減少したことによるものであります。 

純資産の部では、前連結会計年度末比より若干増加の 44 億 78 百万円となりました。主な要因は、配当金の支払い 1 億

11百万円と自己株式の取得33百万円を行いましたが、当四半期純利益を1億28百万円計上したほか、その他有価証券

評価差額金が 17 百万円増加したこと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２１年５月１４日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 

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。 
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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：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 1,411,345 1,550,486

受取手形及び売掛金 3,302,367 3,778,590

商品及び製品 602,745 666,682

仕掛品 249,811 323,931

原材料及び貯蔵品 700,778 789,662

その他 148,006 207,422

貸倒引当金 △3,759 △4,278

流動資産合計 6,411,296 7,312,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 544,367 556,569

機械装置及び運搬具（純額） 2,092,924 2,121,893

土地 1,506,967 1,506,967

その他（純額） 75,923 64,609

有形固定資産合計 4,220,183 4,250,040

無形固定資産 22,260 26,312

投資その他の資産   

投資有価証券 205,185 176,686

その他 498,399 468,817

貸倒引当金 △3,296 △3,297

投資その他の資産合計 700,288 642,206

固定資産合計 4,942,732 4,918,559

資産合計 11,354,028 12,231,056
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（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 2,543,332 2,725,174

短期借入金 1,471,612 1,626,550

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 64,868 617,113

賞与引当金 192,157 117,799

役員賞与引当金 14,690 14,690

その他 622,458 637,832

流動負債合計 5,009,120 5,839,159

固定負債   

長期借入金 778,800 879,800

退職給付引当金 448,582 423,066

役員退職慰労引当金 182,846 184,927

負ののれん 12,271 12,516

その他 444,391 414,207

固定負債合計 1,866,892 1,914,517

負債合計 6,876,013 7,753,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,351,300 1,351,300

資本剰余金 814,596 814,596

利益剰余金 2,311,511 2,294,974

自己株式 △48,810 △15,010

株主資本合計 4,428,597 4,445,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,006 29,765

評価・換算差額等合計 47,006 29,765

少数株主持分 2,410 1,753

純資産合計 4,478,015 4,477,379

負債純資産合計 11,354,028 12,231,056
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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：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 7,147,090 4,548,010

売上原価 5,955,678 3,741,286

売上総利益 1,191,411 806,724

販売費及び一般管理費 601,242 569,033

営業利益 590,168 237,690

営業外収益   

受取利息 215 353

受取配当金 1,365 1,004

持分法による投資利益 246 －

負ののれん償却額 244 244

受取手数料 － 10,258

雑収入 25,246 2,044

営業外収益合計 27,319 13,905

営業外費用   

支払利息 15,939 12,364

その他 2,811 1,595

営業外費用合計 18,750 13,959

経常利益 598,737 237,636

特別利益   

投資有価証券売却益 7,446 －

その他 － 3,239

特別利益合計 7,446 3,239

特別損失   

固定資産除却損 － 16

特別損失合計 － 16

税金等調整前四半期純利益 606,183 240,858

法人税、住民税及び事業税 284,757 62,584

法人税等調整額 △32,216 49,184

法人税等合計 252,541 111,768

少数株主利益又は少数株主損失（△） △100 657

四半期純利益 353,742 128,433
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（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 606,183 240,858

減価償却費 103,275 108,564

負ののれん償却額 △244 △244

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 25,515

賞与引当金の増減額（△は減少） － 74,358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △2,080

貸倒引当金の増減額（△は減少） 652 △521

持分法による投資損益（△は益） △246 569

受取利息及び受取配当金 △1,581 △1,357

支払利息 15,939 12,364

投資有価証券売却損益（△は益） △7,446 －

固定資産除却損 － 16

売上債権の増減額（△は増加） △562,156 476,222

たな卸資産の増減額（△は増加） △339,377 226,941

仕入債務の増減額（△は減少） 83,608 △156,773

未払消費税等の増減額（△は減少） － △50,692

未払費用の増減額（△は減少） － △45,017

その他 27,984 △12,604

小計 △73,409 896,120

利息及び配当金の受取額 1,511 1,323

利息の支払額 △15,551 △11,831

法人税等の支払額 △147,497 △606,695

営業活動によるキャッシュ・フロー △234,946 278,916

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △324 △332

投資有価証券の売却による収入 9,430 －

有形固定資産の取得による支出 △74,779 △115,436

貸付けによる支出 △3,500 －

貸付金の回収による収入 1,370 1,095

その他 △4,255 △4,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,059 △119,023

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 1,682,000 672,000

短期借入金の返済による支出 △1,688,000 △828,000

長期借入金の返済による支出 △91,437 △99,937

自己株式の取得による支出 － △33,800

配当金の支払額 △6,584 △9,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,022 △299,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △411,029 △139,140

現金及び現金同等物の期首残高 1,881,905 1,447,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,470,876 1,308,227
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（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）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） 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める油脂の製造及び販売事業の割 

  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】 

  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） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも 90％を超えるた 

  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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

（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。 
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