
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月29日

上場会社名 オリエンタル酵母工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2891 URL http://www.oyc.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中村 隆司
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部経営企画部長 （氏名） 佐藤 彰 TEL 03-3968-1125
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月8日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 31,834 △0.1 1,269 103.6 1,358 80.1 692 84.6
21年3月期第2四半期 31,854 ― 623 ― 754 ― 375 ―

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2四半期 21.19 ―
21年3月期第2四半期 11.45 ―

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2四半期 42,375 26,121 60.9 789.53
21年3月期 41,360 25,628 61.2 773.94

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,818百万円 21年3月期  25,311百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 63,000 △1.6 2,200 43.0 2,350 33.6 1,450 74.3 44.34
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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、5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 
 平成21年5月12日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想に関する事項につきましては、平成21年10月29日公表の「平
成22年3月期第2四半期累計期間業績予想値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 上記の業績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、上記予想に関する事項は、4～5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2四半期 33,171,087株 21年3月期  33,171,087株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  470,430株 21年3月期  466,884株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 32,702,117株 21年3月期第2四半期 32,785,605株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

1. 連結経営状態に関する定性的情報 

 

当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年の世界的な金融不安による景

気後退の中、原油等諸資源や穀物等の価格高騰が沈静化しております。また一方では、

一部に景気回復の兆しが見えるものの、個人消費の低迷等当社グループを取り巻く環境

は依然として厳しい状況が続きました。 

食品部門における主要取引先である製パン業界は、小麦粉、油脂類、乳製品の原材料

の値下げにあわせ一部パン小売価格の値下げによる好転も期待されましたが、パンの消

費は依然として伸び悩んでおります。 

また、バイオ部門では国内大手製薬企業の再編成が進み、製薬企業の研究開発の見直

しが進んでいるものの、受注は徐々に回復傾向にあります。 

このような状況の中、当社グループは原材料を含めたコスト低減に努力するとともに、

生産性向上と研究・開発体制の強化、並びに積極的な新製品の市場への投入を推進して

まいりました。 

その結果、第 2 四半期連結累計期間の売上高は 318 億 34 百万円、経常利益は 13 億 58

百万円、四半期純利益は 6億 92 百万円となりました。 

 

部門別の業績は以下のとおりであります。 

（食品部門） 

  イースト、パン品質改良剤、発酵液等の新製品提案を行うことにより、主力のイース

ト及びパン品質改良剤の出荷が前年同期を上回りました。また、総菜は昨年発売したシ

ャキシャキシリーズが好調で、粉末かんすい、マヨネーズ等の出荷も堅調に推移しまし

た。 

その結果、全体として売上高は 240 億 51 百万円、営業利益は 9 億 95 百万円となりま

した。 

（バイオ部門） 

  診断薬原料、受託飼料や養魚飼料が前年同期を上回ったほか器材の売上増があったも

のの、血清、培地、実験動物、各種受託試験の低調が影響し減収となりました。 

その結果、全体として売上高は 77 億 82 百万円、営業利益は 2億 73 百万円となりまし

た。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

 

  当第2四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。 

  流動資産は 231 億 55 百万円で主に現金・預金の増加と有価証券の減少により、前連結

会計年度末に比べ 9 億 81 百万円増加しました。固定資産は 192 億 20 百万円で前連結会

計年度末に比べ 33 百万円増加しました。この結果、総資産は 423 億 75 百万円で前連結

会計年度末に比べ 10 億 15 百万円増加しました。また、流動負債は 118 億 49 百万円で買

掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ 4億 60 百万円増加しました。固定負債は

44 億 4 百万円で前連結会計年度末に比べ 61 百万円増加しました。この結果、負債は合計

162 億 53 百万円で前連結会計年度末に比べ 5億 22 百万円増加しました。純資産は、第 2

四半期純利益による増加と配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ 4億 93 百万

円増加し 261 億 21 百万円となりました。 

 

  次に、当第 2 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とおり

であります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、24 億 5 百万円の増加となりました。これは、

税金等調整前四半期純利益が 12 億 39 百万円、減価償却費が 10 億 40 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・フローは、5 億 36 百万円の減少となりました。これは、

定期預金の預入れと払戻しの差による減少が 4 億 80 百万円、設備資金の支出 9 億 46 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・フローは、3 億 34 百万円の減少となりました。これは、

配当金の支払 2億 61 百万円等によるものであります。 

  以上の結果、現金及び現金同等物の第 2 四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ 15

億 40 百万円増加し、65 億 82 百万円となりました。 

 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

（食品部門） 

  国内食品市場は少子高齢化・人口減少に加え景気悪化による雇用不安等、個人消

費の低迷が依然として続いております。 

このような状況のなか、販売面においては販売子会社 2 社合併による新たな販売

体制を構築し、ベーカリー市場のみならずベーカリー以外の市場への進出を更に深

耕させ食品事業の充実を図ってまいります。 

生産面では品質保証体制のより一層の強化を図り、「安全・安心」な製品づくりに

努めてまいります。 
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（バイオ部門） 

  主要得意先である医薬品業界向けの動物実験関連製品の需要低迷が続いているた

め、診断薬原料を中心に遺伝子組換え技術を用いた新製品の上市を促進するととも

に、食品のアレルゲン検査・残留農薬等の分析事業の拡大を推進してまいります。

また、10 月 1 日に養魚飼料事業を日清丸紅飼料㈱に譲渡し、経営資源を動物実験関

連ビジネスに集中してまいります。 

  海外においては、海外子会社を活用し、欧米やＢＲＩＣｓ諸国への拡販を図って

まいります。 

 

  連結業績予想につきましては平成 21 年 10 月 29 日に発表いたしました「平成 22

年 3 月期第 2 四半期累計期間業績予想値との差異及び通期業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

    

 

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） 

      連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

      なお、第 1 四半期連結会計期間に連結子会社エスケーフーヅ㈱（㈱ＯＹＣフ

ーズネットに商号変更）が連結子会社㈱パニーフーズネットを吸収合併したた

め、また、当第 2 四半期連結会計期間に連結子会社東酵（上海）商貿有限公司

の出資金の一部譲渡により重要性が減少したことにより同社を連結の範囲から

除外したため、前連結会計年度に比べ連結子会社数が 2社減少しております。 

 

  （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  

     （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第 19

項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第 12

項（法定実効税率を使用する方法）に準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。 

 

  （3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 6,212 3,651 

受取手形及び売掛金 11,774 11,952 

有価証券 500 1,999 

たな卸資産 4,256 4,191 

その他 443 408 

貸倒引当金 △30 △30 

流動資産合計 23,155 22,173 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,880 6,990 

その他（純額） 7,343 7,277 

有形固定資産合計 14,224 14,267 

無形固定資産 367 402 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,257 3,112 

その他 1,409 1,440 

貸倒引当金 △37 △36 

投資その他の資産合計 4,628 4,516 

固定資産合計 19,220 19,186 

資産合計 42,375 41,360 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,678 7,362 

短期借入金 20 70 

未払法人税等 508 360 

役員賞与引当金 22 34 

その他 3,619 3,560 

流動負債合計 11,849 11,388 

固定負債   

退職給付引当金 3,232 3,204 

役員退職慰労引当金 270 272 

その他 900 865 

固定負債合計 4,404 4,343 

負債合計 16,253 15,731 
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,617 2,617 

資本剰余金 1,886 1,886 

利益剰余金 21,257 20,826 

自己株式 △290 △289 

株主資本合計 25,470 25,041 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 374 305 

為替換算調整勘定 △27 △35 

評価・換算差額等合計 347 269 

少数株主持分 303 317 

純資産合計 26,121 25,628 

負債純資産合計 42,375 41,360 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 31,854 31,834 

売上原価 25,133 24,358 

売上総利益 6,720 7,476 

販売費及び一般管理費 6,097 6,206 

営業利益 623 1,269 

営業外収益   

受取利息 11 6 

受取配当金 16 12 

持分法による投資利益 40 52 

その他 77 55 

営業外収益合計 147 127 

営業外費用   

支払利息 6 3 

為替差損 － 26 

貸倒引当金繰入額 6 － 

その他 3 8 

営業外費用合計 16 39 

経常利益 754 1,358 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11 

出資金売却益 － 7 

特別利益合計 － 18 

特別損失   

固定資産除却損 38 55 

投資有価証券評価損 4 － 

役員退職慰労金 － 18 

厚生年金基金脱退損 － 54 

その他 － 9 

特別損失合計 43 137 

税金等調整前四半期純利益 711 1,239 

法人税等 315 549 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19 △3 

四半期純利益 375 692 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 711 1,239 

減価償却費 1,071 1,040 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1 

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） △41 △1 

受取利息及び受取配当金 △28 △19 

支払利息 6 3 

持分法による投資損益（△は益） △40 △52 

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △11 

有形固定資産除却損 38 55 

売上債権の増減額（△は増加） 17 186 

たな卸資産の増減額（△は増加） △470 △63 

仕入債務の増減額（△は減少） 312 321 

未払消費税等の増減額（△は減少） 35 1 

その他 149 25 

小計 1,750 2,753 

利息及び配当金の受取額 42 38 

利息の支払額 △6 △3 

法人税等の支払額 △152 △383 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,634 2,405 

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 △100 △120 

定期預金の払戻による収入 100 600 

有形固定資産の取得による支出 △729 △946 

有形固定資産の売却による収入 0 0 

無形固定資産の取得による支出 △36 △68 

投資有価証券の取得による支出 △3 △106 

投資有価証券の売却による収入 3 122 

連結の範囲の変更に伴う出資金の売却による収入 － 8 

出資金の払込による支出 － △21 

その他の投資等の増加による支出 △11 △15 

その他の投資等の減少による収入 17 12 

その他 △10 △2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △771 △536 
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △50 △50 

長期借入金の返済による支出 △601 － 

配当金の支払額 △196 △261 

自己株式の売却による収入 8 － 

自己株式の取得による支出 △68 △1 

少数株主への配当金の支払額 △22 △16 

その他 △1 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー △932 △334 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75 1,540 

現金及び現金同等物の期首残高 4,868 5,041 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 66 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,859 6,582 
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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２四半期連結累計期間（自　平成２０年４月１日　至　平成２０年９月３０日） （単位：百万円）

食品部門 バイオ部門 計
消去又は

全社
連結

　売　上　高

  (1)外部顧客に対する売上高 ２３，８２４　 ８，０２９　 ３１，８５４　 －　 ３１，８５４　

  (2)セグメント間の
　　  内部売上高又は振替高 ４４　 ５　 ５０　 （５０）　 －　

　　  計 ２３，８６９　 ８，０３５　 ３１，９０４　 （５０）　 ３１，８５４　

 営業利益 ３４３　 ２８０　 ６２３　 －　 ６２３　

　当第２四半期連結累計期間（自　平成２１年４月１日　至　平成２１年９月３０日） （単位：百万円）

食品部門 バイオ部門 計
消去又は

全社
連結

　売　上　高

  (1)外部顧客に対する売上高 ２４，０５１　 ７，７８２　 ３１，８３４　 －　 ３１，８３４　

  (2)セグメント間の
　　  内部売上高又は振替高 １５　 ８　 ２４　 （２４）　 －　

　　  計 ２４，０６７　 ７，７９１　 ３１，８５９　 （２４）　 ３１，８３４　

 営業利益 ９９５　 ２７３　 １，２６９　 －　 １，２６９　

(注)１．事業区分の方法

　　　　　当社企業集団の事業区分は、製品の種類及び販売市場に応じて、食品部門、バイオ部門

　　　　にセグメンテーションしております。

　　２．各事業区分の主要製品

事業区分 主　　　　要　　　　製　　　　品

食 品 部 門 イースト、ドライイースト、フラワーペースト、油脂加工品（バタークリーム）、

マヨネーズ･ドレッシング、粉末かんすい、総菜(調理フィリング)、ベーキングパウダー、

パン品質改良剤、パン種、発酵風味液、酵母機能利用製品、健康補助食品

バ イ オ 部 門 生化学製品･免疫製品、バイオニュートリショナル製品(酵母エキス･組織培養用培地)、

ラボラトリーアニマルサイエンス(各種受託業務･実験動物用飼料･実験動物)、

養魚用飼料、ペットフード、つり餌

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当は、以下のとおりです。なお、この他に該当事項はありません。

（配当金支払額）
配当金の １株当たり
総額 配当額

普通株式 ２６１百万円 利益剰余金 ８円

決議

平成21年6月26日
定時株主総会

配当金の原資

平成21年3月31日 平成21年6月29日

株式の種類 基準日 効力発生日
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