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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 50,932 1.6 3,378 △2.0 3,433 △3.8 1,871 △2.7
21年3月期第1四半期 50,115 ― 3,445 ― 3,569 ― 1,923 ―

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 26.14 ―
21年3月期第1四半期 26.87 ―

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 87,430 61,373 70.2 857.21
21年3月期 88,467 60,968 68.9 851.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  61,373百万円 21年3月期  60,968百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
20.00 ― 20.00 40.00

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

103,000 2.6 6,700 2.4 6,750 0.7 3,500 △1.1 48.88

通期 206,500 2.7 12,000 41.6 12,050 38.1 6,500 65.6 90.79
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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．その他をご覧下さい。］ 

(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 
１．平成21年５月20日発表の第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。 
２．上記の予想は、本資料の発表日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値と異なる場合
があります。「業績予想に関する事項は、３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参照下さい。 

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 71,640,000株 21年3月期  71,640,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  42,434株 21年3月期  42,284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 71,597,666株 21年3月期第1四半期 71,597,740株

－2－



当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な金融市場の混乱による、企業収益の悪化
により雇用・所得環境の悪化による個人消費の落ち込みなど依然厳しい状況が続いております。 
 このような状況のもと、当社グループといたしましては、「安全な食事提供・品質管理・事業所収益の
確保」のための施策として、４月に自社精米工場である東北ライスセンターをオープンしたことにより、
米に関する食の安全の強化やリスク低減へ繋げることができました。また、事業所作業平準化と効率化を
目指すための新型モデルオペレーションやＴＴ－Ｐａｃｋａｇｅ（調理済食品）の導入推進による収益維
持確保と効率化に努めてまいりました。 
当第１四半期連結累計期間の営業成績につきましては、新規獲得件数が当社で208件、連結子会社で107

件、併せて315件（前年同期比31件増加）となりました。一方解約につきましては、当社で44件、連結子
会社で14件、併せて58件（前年同期比2件増加）となりました。当第１四半期連結累計期間末における事
業所数は、当社が4,201件、連結子会社が1,779件、併せて5,980件(前年同期比109件増加）になり、ほぼ
計画通りに推移しました。 
以上のような活動の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は509億32百万円（前年同期比1.6％増）

になり、営業利益は33億78百万円（前年同期比2.0％減）、経常利益34億33百万円（前年同期比3.8％
減）、四半期純利益は18億71百万円（前年同期比2.7％減）となりました。  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は874億30百万円となり、前連結会計年度末と比
べ、10億36百万円の減少となりました。主な内訳は、現金及び預金の残高が303億92百万円となり、前連
結会計年度末と比べ、1億18百万円増加し、受取手形及び売掛金の残高が224億50百万円と前連結会計年度
末と比べ、1億19百万円減少したことや有価証券の償還10億円により流動資産が576億13百万円と前連結会
計年度末に比べ、8億20百万円減少しました。また、固定資産の残高は298億16百万円となり前連結会計年
度末と比べ、2億16百万円の減少となりました。負債の残高は、260億56百万円となり、前連結会計年度末
に比べ、14億42百万円の減少となりました。主な内訳は、未払法人税等が11億51百万円減少によるもので
あります。 
 純資産の残高につきましては、利益剰余金4億39百万円増加およびその他有価証券評価差額金33百万円
減少により613億73百万円になり、前連結会計年度末に比べ、4億5百万円の増加となりました。 
  

（２）キャッシュ・フローの状況 

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（以下「資金」という）の残高は257億1百
万円となり、前連結会計年度末に比べ1億18百万円の増加となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は9億47百万円（前年同期は４

億50百万円の減少）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益34億32百万円、売上債
権の減少額1億19百万円、未払消費税等の増加額3億18百万円、賞与引当金の減少額17億2百万円、
法人税等の支払額26億24百万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） 

当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は6億26百万円（前年同期は６
億96百万円の使用）となりました。これは、主に有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入10億34百万円、無形固定資産の取得による支出3億31百万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） 

当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は14億55百万円（前年同期は17
億52百万円の使用）となりました。これは、主に配当金の支払額14億2百万円等によるものであり
ます。    

  

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） 
第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、当第１四半期連結累計期間の業績結果によ

り、今後の当社グループを取巻く経営環境に大幅な変化はないという前提で概ね順調に推移しているこ
とから、平成21年５月20日に発表しました業績予想数値に変更はござません。 

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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

 ①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
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。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 ①税金費用の計算  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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効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効税率を乗じ
て計算しております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（重要な資産の評価基準及び評価方法） 

 ①たな卸資産 

前連結会計年度末より、原材料の評価方法を主として最終仕入原価法から総平均法に変更したた
め、前第１四半期連結会計期間と当第１四半期連結会計期間で原材料の評価方法が異なっておりま
す。 
 なお、前第１四半期連結累計期間に変更後の評価方法を適用した場合の損益に与える影響は軽微
であります。 
  

（転リース取引） 

前連結会計年度末より、所有権移転外ファイナンス・リース取引の転リース取引について、受取
リース料を売上高に、支払リース料を売上原価に計上する方法から貸手として受け取るリース料総
額と借手として支払うリース料総額の差額を各期に配分する方法に変更したため、前第１四半期連
結会計期間と当第１四半期連結会計期間で会計処理が異っております。 
 なお、これによる営業利益、経常利益およ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。 

  

（表示方法の変更） 

 ①四半期連結貸借対照表関係 

前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました、無形固定資産の「ソフトウェア仮
勘定」及び投資その他の資産の「前払年金費用」については、当第１四半期連結会計期間におい
て、金額的重要性が乏しくなったため、いずれも「その他」に含めて表示しております。 
 なお、当第１四半期連結会計期間の無形固定資産の「その他」に含まれる「ソフトウェア仮勘
定」は6百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる「前払年金費用」は989百万円でありま
す。 
 また、前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました、流動負債の「支払手形及び
買掛金」については「支払手形」の残高がなくなったため、当第１四半期連結会計期間において、
「買掛金」として表示しております。 
 なお、前第１四半期連結会計期間の流動負債の「支払手形」は132百万円、「買掛金」は10,059
百万円であります。 

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

－4－

日清医療食品株式会社（4315）平成22年3月期　第1四半期決算短信



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 30,392 30,274

受取手形及び売掛金 22,450 22,569

有価証券 300 1,300

原材料及び貯蔵品 1,741 1,619

繰延税金資産 1,923 1,924

その他 877 816

貸倒引当金 △71 △70

流動資産合計 57,613 58,434

固定資産   

有形固定資産 2,901 2,891

無形固定資産   

のれん 4,266 4,449

ソフトウエア 2,091 2,186

その他 324 327

無形固定資産合計 6,682 6,963

投資その他の資産   

投資有価証券 2,510 2,607

長期性定期預金 12,315 12,326

その他 5,663 5,510

貸倒引当金 △257 △266

投資その他の資産合計 20,232 20,177

固定資産合計 29,816 30,032

資産合計 87,430 88,467

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,006 10,151

短期借入金 200 200

未払法人税等 1,665 2,817

賞与引当金 1,756 3,458

役員賞与引当金 9 －

その他 10,575 9,017

流動負債合計 24,213 25,645

固定負債   

退職給付引当金 1,114 1,086

役員退職慰労引当金 102 104

その他 625 660

固定負債合計 1,842 1,852

負債合計 26,056 27,498
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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 3,971 3,971

資本剰余金 4,463 4,463

利益剰余金 53,391 52,952

自己株式 △83 △83

株主資本合計 61,742 61,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △368 △334

評価・換算差額等合計 △368 △334

純資産合計 61,373 60,968

負債純資産合計 87,430 88,467
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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 50,115 50,932

売上原価 41,321 41,825

売上総利益 8,793 9,106

販売費及び一般管理費   

運送費 1,113 1,210

役員報酬 136 147

給料及び手当 1,340 1,411

賞与引当金繰入額 400 400

役員賞与引当金繰入額 11 9

退職給付費用 39 48

役員退職慰労引当金繰入額 14 2

租税公課 108 114

減価償却費 59 141

のれん償却額 195 183

その他 1,928 2,058

販売費及び一般管理費合計 5,347 5,728

営業利益 3,445 3,378

営業外収益   

受取利息 57 52

受取配当金 0 0

デリバティブ評価益 39 －

その他 33 28

営業外収益合計 131 82

営業外費用   

支払利息 0 0

貸倒引当金繰入額 6 10

デリバティブ評価損 － 11

その他 0 2

営業外費用合計 8 26

経常利益 3,569 3,433

特別利益   

貸倒引当金戻入額 62 17

固定資産売却益 2 0

リース資産減損勘定取崩益 － 6

その他 － 1

特別利益合計 64 25
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(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) 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 0

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 － 0

減損損失 87 19

投資有価証券売却損 － 5

特別損失合計 87 26

税金等調整前四半期純利益 3,546 3,432

法人税等 1,622 1,561

四半期純利益 1,923 1,871
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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 3,546 3,432

減価償却費 104 175

減損損失 87 19

のれん償却額 195 183

デリバティブ評価損益（△は益） △39 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △869 △1,702

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △322 △2

受取利息及び受取配当金 △57 △53

支払利息 0 0

有形固定資産除却損 0 0

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △0

投資有価証券売却損益（△は益） － 5

売上債権の増減額（△は増加） △691 119

たな卸資産の増減額（△は増加） 5 △122

仕入債務の増減額（△は減少） 30 △145

未払金の増減額（△は減少） △0 301

長期未払金の増減額（△は減少） 111 △10

未払消費税等の増減額（△は減少） 496 318

前払年金費用の増減額（△は増加） △138 △128

その他 339 1,118

小計 2,719 3,553

利息及び配当金の受取額 16 19

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △3,186 △2,624

営業活動によるキャッシュ・フロー △450 947

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20 －

有形固定資産の取得による支出 △21 △83

有形固定資産の売却による収入 2 2

無形固定資産の取得による支出 △672 △331

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △0 △0

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 1,034

長期貸付金の回収による収入 12 12

その他 2 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △696 626
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(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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △52

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 0

配当金の支払額 △1,752 △1,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,752 △1,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,899 118

現金及び現金同等物の期首残高 27,459 25,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,559 25,701
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該当事項はありません。 

  

【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) 

給食事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、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)  

給食事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、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) 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、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)  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

【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) 

 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)  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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

(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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