
平成22年3月期 第1四半期決算短信

平成21年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ソントン食品工業株式会社 上場取引所 東
コード番号 2898 URL http://www.sonton.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石川 紳一郎
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 塩村 智彦 TEL 03-5976-5731
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
配当支払開始予定日 ―

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 6,809 0.1 456 99.3 483 108.1 295 121.2
21年3月期第1四半期 6,802 ― 229 ― 232 ― 133 ―

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 17.70 ―
21年3月期第1四半期 8.00 ―

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 31,010 26,079 84.1 1,563.86
21年3月期 30,961 25,989 83.9 1,558.30

（参考） 自己資本 22年3月期第1四半期 26,079百万円 21年3月期 25,989百万円

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 ― 10.00 ― 14.00 24.00
22年3月期 ―
22年3月期
（予想）

10.00 ― 14.00 24.00

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

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

13,800 5.2 530 148.7 580 166.9 350 217.0 20.99

通期 27,000 1.6 820 4.6 920 21.1 550 22.8 32.98
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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、６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、６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）平成21年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想を本資料において修正しております。
（2）上記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。実際の実績等は、実
績の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料５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 有

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 18,532,856株 21年3月期 18,532,856株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,856,278株 21年3月期 1,854,983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 16,677,408株 21年3月期第1四半期 16,687,265株
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(％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) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
平成21年５月15日に公表いたしました通期の個別業績予想を本資料において修正しております。
上記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。実際の実績等は、実績の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。な
お、上記業績予想に関する事項は、添付資料５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。

（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）

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 13,800 5.2 400 284.2 480 185.7 290 175.0 17 39

通期 27,000 1.6 480 △10.8 610 5.8 350 2.8 20 99
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機により大きな影響を受けた景気

の急激な悪化に底打ちの兆しが見えてきたものの、企業収益の低下や雇用情勢の急速な悪化など、景気の

先行きには依然として不透明感があります。

食品業界におきましては、個人消費の低迷や原材料価格の高止まりといった、厳しい経営環境が続きま

した。また、消費者の食の安全性に対する関心は依然として高く、食品企業の安全・安心への取組みや情

報開示がより一層求められております。

当第１四半期連結累計期間におきましても、当社グループは、食の「安全、安心、信頼」を一層高める

ための諸施策を推進するとともに、マーケティング活動の強化と、それに基づく新製品開発やプレゼンテ

ーションを活発に進め、業績の向上に努力してまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、前期比0.1％増の68億９百万円となり

ました。利益につきましては、石岡工場の設備投資に伴う減価償却費の増加などがありましたが、原価低

減と省エネなど経費削減を強力に推進したことに加え、商品販売構成の変動などにより、営業利益は前期

比99.3％増の４億５千６百万円、経常利益は前期比108.1％増の４億８千３百万円となりました。四半期

純利益は前期比121.2％増の２億９千５百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は310億１千万円となりました。主な要因は、現金及び

預金が２億８千９百万円、売上債権の増加により受取手形及び売掛金が２億７百万円増加したことと、原

材料及び貯蔵品が２億７千１百万円、減価償却費の計上などにより固定資産が２億３千９百万円減少した

ことによるものです。

負債合計は49億３千万円となりました。主な要因は、未払法人税等が１億６千５百万円、賞与引当金が

１億８千６百万円増加したことと、未払金の支払いにより流動負債その他が３億８千７百万円減少したこ

とによるものです。

純資産合計は260億７千９百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が６千１百万円、その他有価

証券評価差額金が２千９百万円増加したことによるものです。

次に、当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動で得られた12億９百万円、投資

活動で支出した資金７億８千２百万円、財務活動で支出した資金２億３千４百万円により、当第１四半期

連結累計期間末残高は74億２千７百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動で得られた資金は12億９百万円で、主な増加内訳は税金等調整前四半期純利益４億８千２百万

円と減価償却費３億４千４百万円、減少内訳は売上債権の増加額２億７百万円及び法人税等の支払額１億

５千５百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で支出した資金は７億８千２百万円で、主なものは有形固定資産の取得による支出７億８百万

円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で支出した資金は２億３千４百万円で、主なものは配当金の支払額２億３千３百万円でありま

す。

【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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今後の景気動向につきましては、雇用の悪化、個人消費の低迷や原材料価格の高止まりといった厳しい

状況が続くものと考えられます。

第２四半期累計期間の業績予想につきましては、当第１四半期累計期間の利益状況を踏まえ、収益面の

改善を予想しております。

通期の連結業績につきましては、原価低減と経費削減の諸施策を引き続き推進し利益項目の改善に努め

てまいりますが、売上高の伸びの鈍化が予想されることから、売上高は前期比1.6％増の270億円、営業利

益は前期比4.6％増の８億２千万円、経常利益は前期比21.1％増の９億２千万円、当期純利益は前期比

22.8％増の５億５千万円を見込み、平成22年３月期の通期の連結業績見通しについて、前回公表（平成21

年５月15日）の予想数値を下表の通り修正しております。

また、通期の個別業績につきましても同様の理由で、売上高は前期比1.6％増の270億円、営業利益は前

期比10.8％減の４億８千万円、経常利益は前期比5.8％増の６億１千万円、当期純利益は前期比2.8％増の

３億５千万円を見込み、平成22年３月期の個別業績見通しについても前回公表（平成21年５月15日）の予

想数値を下表の通り修正しております。

(1)連結業績予想数値の修正

平成22年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(2)個別業績予想数値の修正

平成22年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 27,800 790 770 470 28.17

今回修正予想（Ｂ） 27,000 820 920 550 32.98

増減額（Ｂ－Ａ） △800 30 150 80 ―

増減率（％） △2.9 3.8 19.5 17.0 ―
(ご参考)前期実績
(平成21年3月期) 26,567 783 759 447 26.85

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

前回発表予想（Ａ） 27,800 470 510 310 18.58

今回修正予想（Ｂ） 27,000 480 610 350 20.99

増減額（Ｂ－Ａ） △800 10 100 40 ―

増減率（％） △2.9 2.1 19.6 12.9 ―
(ご参考)前期実績
(平成21年3月期) 26,567 537 576 340 20.41
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該当事項はありません。

①棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結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、前連結会計年度末の

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。

②固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計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。

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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ので、前連結会計年度において使用した将来の実績

予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

①会計基準等の改正に伴う変更

該当事項はありません。

②①以外の変更

たな卸資産廃棄損の計上基準

当社及び連結子会社は、従来、たな卸資産廃棄損を営業外費用にて計上しておりましたが、製品の

ライフサイクルが短期化し、需要予測に基づく生産によって発生する廃棄が増加傾向にあり、今後も

経常的に発生する見込みであることから、当該要因によるたな卸資産の廃棄損については、原価性が

あるものと認識し、当第１四半期連結累計期間から、売上原価に含めて処理する方法に変更しており

ます。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は３千６百万円減少しますが、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

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)

(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 2,110 1,820

受取手形及び売掛金 5,909 5,702

有価証券 5,817 5,914

製品 862 773

仕掛品 70 83

原材料及び貯蔵品 1,333 1,605

繰延税金資産 249 160

その他 5 11

貸倒引当金 △23 △23

流動資産合計 16,336 16,048

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,281 8,264

減価償却累計額 △4,038 △3,960

建物及び構築物（純額） 4,243 4,304

機械装置及び運搬具 11,448 11,436

減価償却累計額 △7,713 △7,494

機械装置及び運搬具（純額） 3,734 3,942

土地 2,673 2,673

建設仮勘定 23 56

その他 606 549

減価償却累計額 △456 △446

その他（純額） 150 103

有形固定資産合計 10,826 11,080

無形固定資産 122 123

投資その他の資産

投資有価証券 873 823

繰延税金資産 385 357

その他 2,466 2,528

投資その他の資産合計 3,725 3,709

固定資産合計 14,674 14,913

資産合計 31,010 30,961
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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 1,417 1,449

未払法人税等 319 154

賞与引当金 464 278

その他 1,276 1,664

流動負債合計 3,478 3,546

固定負債

退職給付引当金 1,183 1,160

役員退職慰労引当金 191 186

繰延税金負債 38 40

その他 38 38

固定負債合計 1,451 1,425

負債合計 4,930 4,972

純資産の部

株主資本

資本金 2,270 2,270

資本剰余金 2,381 2,381

利益剰余金 22,941 22,880

自己株式 △1,572 △1,571

株主資本合計 26,021 25,960

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 58 28

評価・換算差額等合計 58 28

純資産合計 26,079 25,989

負債純資産合計 31,010 30,961
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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 6,802 6,809

売上原価 5,253 4,991

売上総利益 1,548 1,818

販売費及び一般管理費 1,319 1,361

営業利益 229 456

営業外収益

受取利息 9 3

受取配当金 12 12

不動産賃貸料 2 2

仕入割引 7 9

その他 12 8

営業外収益合計 45 37

営業外費用

たな卸資産廃棄損 30 －

不動産賃貸原価 4 4

その他 7 6

営業外費用合計 42 10

経常利益 232 483

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 231 482

法人税、住民税及び事業税 180 326

法人税等調整額 △81 △139

法人税等合計 98 187

四半期純利益 133 295
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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 231 482

減価償却費 332 344

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 5

前払年金費用の増減額（△は増加） 4 66

賞与引当金の増減額（△は減少） 166 186

受取利息及び受取配当金 △21 △16

売上債権の増減額（△は増加） △144 △207

たな卸資産の増減額（△は増加） △98 195

仕入債務の増減額（△は減少） 94 △31

その他 273 301

小計 849 1,348

利息及び配当金の受取額 26 16

法人税等の支払額 △201 △155

営業活動によるキャッシュ・フロー 674 1,209

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 △369 △708

無形固定資産の取得による支出 － △64

保険積立金の積立による支出 △7 △7

その他 1 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △374 △782

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △233 △233

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △234 △234

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66 192

現金及び現金同等物の期首残高 9,360 7,235

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,427 7,427
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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）

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）

当社及び連結子会社は単一の産業区分に属する事業を行なっており、事業の種類別セグメントを有

しておりません。

【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）

当社は本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社が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）

当社及び連結子会社は海外売上高がない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）

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

(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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