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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 3,435 3.0 40 ― 24 367.1 5 ―

21年3月期第1四半期 3,334 ― △11 ― 5 ― △14 ―

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 0.50 ―

21年3月期第1四半期 △1.29 ―

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 14,149 6,311 44.6 554.16
21年3月期 13,880 6,377 45.9 559.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,311百万円 21年3月期  6,377百万円

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
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 8.00 8.00

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

6,915 4.2 102 ― 82 ― 35 ― 3.07

通期 14,288 5.0 332 ― 295 ― 158 ― 13.87
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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） 

(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、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
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。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 11,400,000株 21年3月期  11,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,767株 21年3月期  5,789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 11,393,035株 21年3月期第1四半期 11,394,931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、前年度下期からの世界的な景気悪化の影響を受け、企業業績

悪化による設備投資の減少、雇用不安や所得減少による個人消費の冷え込みなど依然として厳しい状況が続いてお

り、先行き不透明な状況となっております。 

このような状況下、当社グループは新規事業に関しては特に粉末茶に絞り込んだ営業活動を展開するとともに、

既存部門に関しても原点に立ち返りエンドユーザーを確実にフォローすること、新分野・新規ユーザーの獲得に全

力を挙げてまいりました。 

その結果、当第１四半期の売上高は34億35百万円（前年同四半期比3.0％増）、経常利益は24百万円（前年同四半

期比367.1％増）、四半期純利益は５百万円（前年同四半期は四半期純損失14百万円）となりました。 

部門業績は次のとおりであります。  

○カラメル製品部門 

 着色料カラメルは、清涼飲料向け及び加工食品向け製品が引き続き好調を維持しておりますが、全体的には

消費の低迷を受け、特に嗜好品でありますデザート関連の焙焼製品が伸び悩みました。このような状況下、売

上高は７億21百万円（前年同四半期比1.7％減）となりました。 

○粉末製品部門  

 ヘルスケア関連製品が順調に売上を伸ばした事とプライベートブランド（ＰＢ）の即席加工食品向け粉末調

味料が増加しました。また、新規事業の和風調味料は順調に推移しており、給茶機用粉末茶も順次採用されて

おります。この結果、売上高は７億15百万円（前年同四半期比7.2％増）となりました。 

○凍結乾燥製品部門 

 主力製品である粉末山芋は、市場のコストダウン要請から添加量の削減や安価品タイプへの切り換えが以前

より激化し、売上高は１億47百万円（前年同四半期比4.3％減）となりました。 

○造粒製品部門 

 ダイエット関連製品はキャンペーンの実施により大きく増加しました。また、アスリート関連製品も順調に

推移し、新規取引の開始も加わりました。この結果、売上高は９億57百万円（前年同四半期比14.1％増）と大

幅に増加しました。 

○ブレンド製品部門 

 大きな販売を占めております輸出用粉末味噌汁及びスープ製品が為替相場の円高推移の影響から販売が急減

し、売上高は２億44百万円（前年同四半期比18.9％減）となりました。 

○その他・製品部門 

 即席加工食品のスープ具材は高単価な商品から低価格商品に移行し、加えて内食化による外食関連商品が減

少しましたが、病院・介護施設向け関連商品が、順調に販売を伸ばしたことから売上高は６億49百万円（前年

同四半期比1.6％増）となりました。  

  

当第１四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は２億68百万円増加し141億49百万円、純資産は

66百万円減少し63億11百万円となりました。この主な変動要因は、以下のとおりであります。 

資産は、主に現金及び預金、原材料及び貯蔵品が増加し、機械装置及び運搬具、商品及び製品が減少しました。

負債は、主に短期借入金が増加しました。純資産は、主に利益剰余金が減少しました。  

 この結果、自己資本比率は44.6％、１株当たり純資産は554円16銭となりました。 

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１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較して１億75百

万円増加し、19億13百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は１億67百万円（前年同四半期は２億55百万円の使用）となりました。 

これは主に、減価償却費２億２百万円、その他の流動負債の増加額41百万円等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）  

投資活動の結果使用した資金は１億94百万円（前年同四半期は83百万円の使用）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１億65百万円等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） 

財務活動の結果得られた資金は２億２百万円（前年同四半期は64百万円の獲得）となりました。 

これは主に、短期借入金の増加額４億25百万円、長期借入金の返済による支出１億28百万円等によるものでありま 

す。  

  平成21年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から修正は行っておりませ

ん。  

該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により棚卸高を算定してお

ります。   

また、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 

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

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：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 1,953,582 1,777,926

受取手形及び売掛金 3,058,648 2,990,386

有価証券 1,396 1,396

商品及び製品 1,134,860 1,169,650

仕掛品 343,803 326,904

原材料及び貯蔵品 667,767 589,036

繰延税金資産 262,500 263,060

その他 224,021 248,211

貸倒引当金 △34,835 △27,075

流動資産合計 7,611,743 7,339,497

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,089,008 2,079,016

機械装置及び運搬具（純額） 2,252,447 2,292,957

その他（純額） 420,258 417,556

有形固定資産合計 4,761,714 4,789,531

無形固定資産 50,858 51,935

投資その他の資産   

投資有価証券 811,450 806,641

繰延税金資産 504,501 506,863

その他 419,983 398,061

貸倒引当金 △10,547 △11,643

投資その他の資産合計 1,725,388 1,699,922

固定資産合計 6,537,961 6,541,388

資産合計 14,149,704 13,880,886
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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 1,545,371 1,492,755

短期借入金 3,158,752 2,735,612

未払法人税等 5,140 7,580

賞与引当金 105,778 203,097

役員賞与引当金 500 2,000

その他 639,832 553,955

流動負債合計 5,455,374 4,995,001

固定負債   

長期借入金 910,480 1,036,948

退職給付引当金 1,409,086 1,406,647

その他 63,360 64,490

固定負債合計 2,382,926 2,508,086

負債合計 7,838,301 7,503,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,454,966 3,540,476

自己株式 △3,285 △1,803

株主資本合計 6,155,290 6,242,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,203 207,944

為替換算調整勘定 △54,090 △72,428

評価・換算差額等合計 156,112 135,515

純資産合計 6,311,403 6,377,798

負債純資産合計 14,149,704 13,880,886
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（２）四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高 3,334,417 3,435,494

売上原価 2,777,178 2,808,353

売上総利益 557,239 627,140

販売費及び一般管理費 568,423 586,903

営業利益又は営業損失（△） △11,184 40,237

営業外収益   

受取利息 782 389

受取配当金 5,730 6,296

持分法による投資利益 929 －

為替差益 20,747 －

その他 2,275 3,045

営業外収益合計 30,464 9,732

営業外費用   

支払利息 13,858 12,553

持分法による投資損失 － 8,184

為替差損 － 4,450

その他 212 448

営業外費用合計 14,070 25,636

経常利益 5,209 24,333

特別損失   

投資有価証券評価損 7,380 －

固定資産除却損 5,225 13,178

リース解約損 922 －

特別損失合計 13,528 13,178

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△8,318 11,155

法人税、住民税及び事業税 3,931 4,144

法人税等調整額 2,457 1,366

法人税等合計 6,388 5,511

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,707 5,643
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△8,318 11,155

減価償却費 217,834 202,302

投資有価証券評価損益（△は益） 7,380 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,165 6,664

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,770 △97,319

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,499 △1,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,696 2,438

受取利息及び受取配当金 △6,512 △6,686

支払利息 13,858 12,553

為替差損益（△は益） △2,698 433

持分法による投資損益（△は益） △929 8,184

固定資産除却損 5,225 13,178

売上債権の増減額（△は増加） △108,364 30,709

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,979 △59,650

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,774 11,561

仕入債務の増減額（△は減少） △121,072 △47,100

未払金の増減額（△は減少） △68,967 24,813

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,120 41,583

その他 1,553 13,116

小計 △174,509 166,436

利息及び配当金の受取額 6,606 7,110

利息の支払額 △14,756 △9,979

法人税等の還付額 － 8,571

法人税等の支払額 △73,165 △4,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △255,824 167,328

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 △65,006 △165,199

有形固定資産の除却による支出 △1,440 △1,947

投資有価証券の取得による支出 △1,298 △1,073

貸付けによる支出 △25,820 △30,396

貸付金の回収による収入 9,431 4,248

その他の支出 △535 △412

その他の収入 1,140 548

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,528 △194,233
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（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) 

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） 275,000 425,000

長期借入金の返済による支出 △128,328 △128,328

リース債務の返済による支出 － △1,130

自己株式の取得による支出 － △1,481

配当金の支払額 △82,214 △91,304

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,457 202,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,926 △193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272,968 175,656

現金及び現金同等物の期首残高 1,825,138 1,737,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,552,170 1,913,582
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 該当事項はありません。 

  

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） 

当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、該当事項はありません。  

  

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。 

  

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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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