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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,672 △0.6 272 5.2 283 △4.0 171 △4.7
21年3月期第1四半期 1,682 ― 258 ― 295 ― 180 ―

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 18.40 ―
21年3月期第1四半期 19.31 ―

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 16,392 14,516 88.6 1,556.46
21年3月期 16,205 14,464 89.3 1,550.96

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,516百万円 21年3月期  14,464百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）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 
累計期間

3,442 1.8 505 2.5 520 △8.8 309 20.6 33.17

通期 7,300 3.1 1,200 5.4 1,230 △3.6 730 ― 78.34
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(2) 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（四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 9,326,460株 21年3月期  9,326,460株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  52株 21年3月期  52株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 9,326,408株 21年3月期第1四半期 9,326,424株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、
様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年の金融危機の影響による世界的な景気後退が円高とも相まっ
て、回復の糸口がつかめない状況で推移いたしました。また、企業業績の不振や雇用調整等が家計に打撃
を与えたことで、低価格指向が強まり、業態を超えた企業間の価格競争は一段と激しさを増しておりま
す。 
  このような状況下のもと、当社の当第１四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきまして
は、緑茶エキス等が減少したものの、紅茶エキスが大きく増加したため、売上高は 830百万円(対前年同
期比 2.0％増)となりました。 
 粉末天然調味料につきましては、粉末ソース・椎茸エキス等が減少したものの、粉末酢・ビーフエキス
等が増加したため、売上高は 463百万円(同 1.4％増)となりました。 
 液体天然調味料につきましては、昆布エキス・鰹節エキスが減少したため、売上高は 159百万円(同 
21.4％減)となりました。 
 植物エキスにつきましては、野菜エキス・果物エキスが増加したため、売上高は 207百万円(同 6.3%
増)となりました。 
 粉末酒につきましては、洋酒タイプが減少したため、売上高は 9百万円(同 17.3％減)となりました。 
 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は 1,672百万円(同 0.6％減)となり、前年同四半期より 
10百万円減少しました。 
 損益面につきましては、継続的な製造原価低減に取り組んだ結果、営業利益は 272百万円(同 5.2％増)
となりました。しかし、受取利息の減少により、経常利益は 283百万円（同 4.0％減）、第１四半期純利
益は 171百万円(同 4.7％減)となりました。 
  

当第１四半期末における流動資産は、棚卸資産(原材料・仕掛品)の増加により 8,544百万円となり、前
事業年度末に比べ 50百万円の増加となりました。  
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで 322百万円の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローで 226百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 134百万円の減少となった結果、
前事業年度末より 38百万円減少しております。 
売上債権につきましては、売上減少により、当第１四半期末残高は前事業年度末より 22百万円減少し

ております。 
固定資産は、第三工場２期工事(エキス工場建設)に係る設備投資等により、有形固定資産が 112百万円

増加した結果、当第１四半期末残高は 7,847百万円となり、前事業年度末より 136百万円増加しておりま
す。 
以上の結果、当第１四半期末における総資産は、前事業年度末より 186百万円増加して 16,392百万円

となりました。 
当第１四半期末における負債の合計は、設備購入支払手形の増加等により 1,875百万円となり、前事業

年度末より 135百万円の増加となりました。 
当第１四半期末における純資産の合計は、当第１四半期純利益 171百万円の計上などにより 14,516百

万円となりました。 
この結果、1株当たり純資産は、前事業年度末の 1,550円96銭から 1,556円46銭となり 5円50銭増加し

ております。 
なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より 38百万円
減少し、5,963百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において、営業活動の結果得られた資金は 322百万円となりました。これは主に、税引前
第１四半期純利益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） 

 当第１四半期において、投資活動の結果使用した資金は 226百万円となりました。これは主に、第三工
場２期工事(エキス工場建設)に係る設備等の有形固定資産取得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） 

 当第１四半期において、財務活動の結果使用した資金は 134百万円となりました。これは、配当金の支
払による支出によるものであります。 

  

当社が使用する主要な原材料（鰹節・昆布・椎茸等）の価格変動・原油価格高騰による、製造コスト・
運送コストへの影響が懸念されるものの、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことか
ら、平成21年5月20日発表の平成22年3月期業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 
 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸
高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 
 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。  
 なお、定率法を採用している資産については、事業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。  

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 当事業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行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行税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ので、前事業年度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によっております。 

  

  
（会計処理の変更） 

該当事項はありません。 
  
（追加情報） 

該当事項はありません。 

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 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
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5.【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,963,862 6,002,296

受取手形及び売掛金 1,294,823 1,317,715

製品 410,965 416,948

仕掛品 351,555 266,077

原材料及び貯蔵品 333,732 292,936

その他 189,579 198,238

貸倒引当金 △250 △260

流動資産合計 8,544,269 8,493,952

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,874,171 2,897,683

機械及び装置（純額） 1,001,333 1,027,552

土地 2,428,242 2,428,242

建設仮勘定 480,503 311,276

その他（純額） 189,120 196,381

有形固定資産合計 6,973,372 6,861,135

無形固定資産 27,875 26,120

投資その他の資産   

投資有価証券 706,962 672,399

破産更生債権等 5,590,613 5,590,613

その他 139,632 151,706

貸倒引当金 △5,590,613 △5,590,613

投資その他の資産合計 846,595 824,105

固定資産合計 7,847,843 7,711,361

資産合計 16,392,113 16,205,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 534,160 504,942

未払金 100,379 822,757

未払法人税等 121,976 4,998

賞与引当金 57,510 115,000

設備関係支払手形 841,269 147,231

その他 182,167 108,403

流動負債合計 1,837,462 1,703,332

固定負債   

役員退職慰労引当金 38,490 37,140

固定負債合計 38,490 37,140

負債合計 1,875,952 1,740,472
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,444,796 4,444,796

利益剰余金 6,392,434 6,360,683

自己株式 △64 △64

株主資本合計 14,509,441 14,477,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,719 △12,848

評価・換算差額等合計 6,719 △12,848

純資産合計 14,516,160 14,464,841

負債純資産合計 16,392,113 16,205,313
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,682,659 1,672,073

売上原価 1,231,734 1,175,269

売上総利益 450,924 496,804

販売費及び一般管理費 192,294 224,685

営業利益 258,630 272,118

営業外収益   

受取利息 28,514 －

受取配当金 7,452 7,752

その他 1,182 3,856

営業外収益合計 37,149 11,609

営業外費用   

投資有価証券評価損 300 －

その他 6 0

営業外費用合計 306 0

経常利益 295,473 283,728

特別利益   

貸倒引当金戻入額 190 10

特別利益合計 190 10

特別損失   

固定資産除却損 360 212

特別損失合計 360 212

税引前四半期純利益 295,304 283,525

法人税等 115,165 111,878

四半期純利益 180,139 171,647

佐藤食品工業㈱(2814)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

7



 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

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) 

当第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 295,304 283,525

減価償却費 99,495 93,417

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,078 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,520 △57,490

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,370 1,350

受取利息及び受取配当金 △35,967 △7,752

有形固定資産除却損 360 212

投資有価証券評価損益（△は益） 300 －

売上債権の増減額（△は増加） △115,255 22,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,773 △120,291

未収消費税等の増減額（△は増加） － 46,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,378 △37,822

仕入債務の増減額（△は減少） 77,429 29,217

未払金の増減額（△は減少） 15,338 △17,654

未払費用の増減額（△は減少） 12,620 8,431

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,686 27,210

その他の流動負債の増減額（△は減少） 23,177 45,327

受取保険金 △10 －

その他 △7 －

小計 240,719 317,044

利息及び配当金の受取額 12,761 7,752

法人税等の支払額 △141,261 △2,105

保険金の受取額 10 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 112,229 322,691

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 △173,773 △221,370

無形固定資産の取得による支出 － △2,095

投資有価証券の取得による支出 △5,002,131 △2,176

その他の支出 △1,051 △1,301

その他の収入 1,267 －

その他 682 555

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,175,005 △226,387

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △134,661 △134,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,661 △134,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,197,437 △38,433

現金及び現金同等物の期首残高 11,649,066 6,002,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,451,629 5,963,862
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．金額は、販売価格によっております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

  当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．輸出は僅かのため、記載を省略しております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
    なお、当第１四半期累計期間において、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上である相手先 

     はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績                  

期別 前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 (参考)前事業年度

 自 平成20年4月 1日  自 平成21年4月 1日 増減 自 平成20年4月 1日

 至 平成20年6月30日  至 平成21年6月30日 至 平成21年3月31日

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

787,304 
 

47.2 
 

869,591
 

49.7
 

82,286
 

10.5
 

3,264,450 
 

47.6
 

 粉末天然調味料 
 

484,592 
 

29.0 
 

505,486
 

28.9
 

20,894
 

4.3
 

2,000,946 
 

29.2
 

 液体天然調味料 
 

204,648 
 

12.3 
 

164,991
 

9.4
 

△39,657
 

△19.4
 

783,155 
 

11.4
 

 植物エキス 
 

183,926 
 

11.0 
 

204,670
 

11.7
 

20,744
 

11.3
 

770,275 
 

11.3
 

 粉末酒 
 

9,149 
 

0.5 
 

6,134
 

0.3
 

△3,015
 

△33.0
 

34,715 
 

0.5
 

合計 1,669,621 100.0 1,750,873 100.0 81,252 4.9 6,853,544 100.0

(3) 販売実績

期別 前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 (参考)前事業年度

 自 平成20年4月 1日 自 平成21年4月 1日 増減 自 平成20年4月 1日

 至 平成20年6月30日 至 平成21年6月30日 至 平成21年3月31日

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

814,699 
 

48.4 
 

830,934
 

49.7
 

16,234
 

2.0
 

3,466,592 
 

48.9
 

 粉末天然調味料 
 

457,253 
 

27.2 
 

463,757
 

27.7
 

6,503
 

1.4
 

2,002,314 
 

28.3
 

 液体天然調味料 
 

202,511 
 

12.0 
 

159,215
 

9.5
 

△43,296
 

△21.4
 

783,730 
 

11.1
 

 植物エキス 
 

195,150 
 

11.6 
 

207,358
 

12.4
 

12,208
 

6.3
 

777,416 
 

11.0
 

 粉末酒 
 

10,889 
 

0.7 
 

9,011
 

0.6
 

△1,878
 

△17.3
 

43,765 
 

0.6
 

 その他 
 

2,154 
 

0.1 
 

1,796
 

0.1
 

△357
 

△16.6
 

10,013 
 

0.1
 

合計 1,682,659 100.0 1,672,073 100.0 △10,586 △0.6 7,083,833 100.0

相手先
前年同四半期

販売高(千円) 割合(％)

 ミヤコ化学㈱ 169,439 10.1
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