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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 38,410 △6.5 2,488 54.4 2,541 49.4 1,301 39.4
21年3月期第2四半期 41,098 ― 1,611 ― 1,700 ― 933 ―

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 55.87 ―

21年3月期第2四半期 39.55 ―

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 81,566 54,882 66.8 2,404.95
21年3月期 80,157 55,776 69.1 2,346.44

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  54,497百万円 21年3月期  55,394百万円

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 ― 16.50 ― 18.50 35.00

22年3月期 ― 16.50

22年3月期 
（予想）

― 16.50 33.00

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  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

通期 77,500 △1.8 3,800 33.0 3,700 38.8 2,200 45.7 95.75
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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。なお、業績予想に関する事項は、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。 

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 23,652,550株 21年3月期  23,652,550株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  991,865株 21年3月期  44,434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 23,292,230株 21年3月期第2四半期 23,608,940株
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   当第２四半期連結累計期間（平成21年４月から９月）におけるわが国経済は、政府の景気浮揚策などにより一部

の産業に回復の兆しが現れたものの、その効果は限定的で景気の先行きへの不透明感は色濃く、所得や雇用環境の

悪化に伴う生活防衛意識の高まりから個人消費は低迷しており、引き続き厳しい状況で推移しました。 

   このような状況下、当社グループは当連結会計年度からスタートいたしました新中期経営計画（平成21年度－平

成23年度）に従い、さらなる企業価値の向上と経営体質の強化に向けた取り組みに着手してまいりました。当第２

四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は、生わかめ事業の整理や化成品部門の販売不振などによる

国内売上高の減少に加え、海外各国における景気後退と為替円高の影響をうけた海外売上高の大幅な落ち込みによ

り、前年同期比6.5％減の384億10百万円と前年を下回りました。一方利益面は、売上高の大幅な減少をカバーすべ

くローコスト経営に取り組み、製造コストの低減と物流費をはじめとした販売管理費の削減を進めた結果、営業利

益は前年同期比54.4％増の24億88百万円、経常利益は前年同期比49.4％増の25億41百万円と共に前年を上回りまし

た。四半期純利益は前年同期比39.4％増の13億1百万円となりました。 

   セグメント別の概況は次のとおりであります。 

  （食品事業部門） 

   「家庭用食品」では、「ふえるわかめ（乾燥わかめ）」は国内産・中国産共に好調に推移しましたが、生わかめ

事業の整理（平成21年３月にて販売終了）を行ったことにより、売上が前年を下回りました。「業務用食品」で

は、生わかめなどのわかめ関連商品の売上が減少しましたが、ドレッシング類が夏場も好調を維持し、前年並の売

上を確保しました。「加工食品用原料」では、「水産加工品」の販売形態変更による売上減少と欧米向けの販売不

振により、売上が前年を下回りました。「食品用改良剤」では、国内市場は売上が前年を上回ったものの、海外市

場の市況低迷の影響をうけ各販売会社の売上が落ち込んだ結果、売上が前年を下回りました。 

  （化成品事業部門） 

   国内市場では、デジタル家電・自動車部品分野の荷動きが期の中ごろから徐々に上向いてまいりましたが回復に

は程遠く、売上が前年を下回りました。海外市場では、市況低迷の影響をうけ欧州、韓国・台湾地域の売上が落ち

込んだ結果、売上が前年を下回りました。 

  （ビタミン・その他事業部門） 

   ビタミン類では、健康食品用途のビタミンＥの減少により、売上が前年を下回りました。また国内子会社の㈱健

正堂で取り扱っております電子精密部品関係では、昨年来の世界的不況により取引先企業からの大幅な受注減が続

いており、売上が前年から半減いたしました。なお新中期経営計画の事業戦略に掲げた「グループ内の事業再編」

の一環として、㈱健正堂は平成21年９月にて電子精密部品の製造及び販売を終了し、化成品事業部門の製造会社と

して来春より稼動を開始する予定であります。 

   当第２四半期連結会計期間末の総資産は815億66百万円となり、前期末に比べ14億8百万円増加いたしました。有

価証券、有形固定資産が減少しましたが、受取手形及び売掛金、たな卸資産などが増加したことによるものであり

ます。 

   負債は266億83百万円となり、前期末に比べ23億2百万円増加いたしました。流動負債にて短期借入金などが増加

し、固定負債にて保有株式の時価評価に伴う繰延税金負債などが増加したことによるものであります。 

   純資産は548億82百万円となり、前期末に比べ8億94百万円減少いたしました。株主資本にて四半期純利益の計上

がありましたが、配当金の支払いと自己株式の取得により減少しております。  

（キャッシュ・フローの状況） 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ3億52百万円減少し13億37百万円の収入となりました。 

主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が増加しましたが、売上債権の増加額及びたな卸資産の増加額

が前年同期を上回ったことなど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、固定資産の取得がありましたが、投資有価証券を売却したことなどによ

り、5億24百万円の収入となりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が増加しましたが、配当金の支払いを行い、自己株式を取得

したことなどにより、21億45百万円の支出となりました。 

   以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は112億54百万円となりました。 

【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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   当第２四半期連結累計期間における業績動向と今後の市場環境を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

21年４月27日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。詳しくは、平成21年10月26

日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

該当事項はありません。  

①簡便な会計処理 

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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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。 

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：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 10,928 10,963

受取手形及び売掛金 18,484 17,629

有価証券 813 1,312

商品及び製品 6,026 5,450

仕掛品 3,336 3,399

原材料及び貯蔵品 5,144 4,209

その他 2,304 1,986

貸倒引当金 △13 △10

流動資産合計 47,025 44,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,407 11,455

機械装置及び運搬具（純額） 8,343 8,908

その他（純額） 3,730 3,717

有形固定資産合計 23,481 24,081

無形固定資産 815 861

投資その他の資産   

投資有価証券 8,557 8,542

その他 1,703 1,739

貸倒引当金 △16 △7

投資その他の資産合計 10,244 10,274

固定資産合計 34,540 35,216

資産合計 81,566 80,157
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,213 7,983

短期借入金 7,686 6,418

未払法人税等 781 552

引当金 786 790

その他 4,651 4,444

流動負債合計 22,119 20,189

固定負債   

長期借入金 878 1,143

退職給付引当金 923 727

その他 2,762 2,319

固定負債合計 4,564 4,191

負債合計 26,683 24,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,537 2,537

資本剰余金 2,466 2,466

利益剰余金 50,532 49,668

自己株式 △2,577 △67

株主資本合計 52,959 54,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,534 1,911

繰延ヘッジ損益 △26 △10

為替換算調整勘定 △969 △1,110

評価・換算差額等合計 1,538 789

少数株主持分 384 381

純資産合計 54,882 55,776

負債純資産合計 81,566 80,157
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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 41,098 38,410

売上原価 29,514 26,528

売上総利益 11,583 11,881

販売費及び一般管理費 9,972 9,393

営業利益 1,611 2,488

営業外収益   

受取利息 43 26

受取配当金 171 148

為替差益 81 －

その他 58 85

営業外収益合計 354 260

営業外費用   

支払利息 231 185

その他 34 21

営業外費用合計 265 207

経常利益 1,700 2,541

特別利益   

固定資産売却益 70 31

投資有価証券売却益 － 28

特別利益合計 70 60

特別損失   

固定資産売却損 － 67

固定資産除却損 39 85

たな卸資産処分損 － 70

投資有価証券評価損 103 54

減損損失 － 137

その他 0 28

特別損失合計 142 443

税金等調整前四半期純利益 1,628 2,158

法人税等 705 854

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 2

四半期純利益 933 1,301
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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 1,628 2,158

減価償却費 1,827 1,692

減損損失 － 137

固定資産除却損 39 85

たな卸資産処分損 － 70

投資有価証券評価損益（△は益） 103 54

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 12

賞与引当金の増減額（△は減少） 34 10

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35 196

受取利息及び受取配当金 △214 △175

支払利息 231 185

為替差損益（△は益） △82 △16

有形固定資産売却損益（△は益） △70 36

売上債権の増減額（△は増加） △418 △978

たな卸資産の増減額（△は増加） △805 △1,376

仕入債務の増減額（△は減少） 285 △88

その他 △341 △2

小計 2,174 1,986

利息及び配当金の受取額 213 182

利息の支払額 △182 △253

法人税等の支払額 △514 △577

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,690 1,337

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 △892 △818

有形固定資産の売却による収入 85 73

無形固定資産の取得による支出 △10 △15

投資有価証券の取得による支出 △268 △34

投資有価証券の売却による収入 － 1,014

投資有価証券の償還による収入 － 500

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 6 4

その他 6 △200

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,073 524

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） 338 1,105

長期借入金の返済による支出 △211 △284

配当金の支払額 △389 △436

少数株主への配当金の支払額 △1 －

自己株式の取得による支出 － △2,510

その他 △2 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △266 △2,145

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 325 △232

現金及び現金同等物の期首残高 10,081 11,486

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 31 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,438 11,254
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 該当事項はありません。 

  

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） 

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） 

（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〕

  
食品事業
（百万円） 

化成品事業
（百万円） 

ビタミン・
その他事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  34,121  3,660  3,316  41,098  －  41,098

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  34,121  3,660  3,316  41,098  －  41,098

営業利益  1,208  154  248  1,611  －  1,611

  
食品事業
（百万円） 

化成品事業
（百万円） 

ビタミン・
その他事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  32,540  2,972  2,897  38,410  －  38,410

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  32,540  2,972  2,897  38,410  －  38,410

営業利益  2,216  135  135  2,488  －  2,488

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  33,645  5,356  2,096  41,098  －  41,098

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 565  2,790  159  3,516 (3,516)  －

計  34,211  8,147  2,256  44,614 (3,516)  41,098

営業利益  1,265  190  156  1,611  0  1,611

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  32,938  4,005  1,466  38,410  －  38,410

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 433  2,222  304  2,960 (2,960)  －

計  33,372  6,227  1,771  41,371 (2,960)  38,410

営業利益  2,055  305  57  2,418  70  2,488
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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） 

  

 該当事項はありません。 

 （単位：百万円）   

  （注）食品事業セグメントの各事業内容は次のとおりであります。 

    家庭用食品   ・・・ 一般家庭向け加工食品 
    業務用食品   ・・・ 業務用市場向け加工食品 
    加工食品用原料 ・・・ 食品業界・大口需要家向け加工食品用原料・素材  
    食品用改良剤  ・・・ 食品業界向け食品用改良剤  

  

  

〔海外売上高〕

  欧米 アジアその他 計

Ⅰ 海外売上高      （百万円）  3,717  3,394  7,111

Ⅱ 連結売上高      （百万円）      41,098

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合     （％） 
 9.0  8.3  17.3

  欧米 アジアその他 計

Ⅰ 海外売上高      （百万円）  2,647  2,272  4,920

Ⅱ 連結売上高      （百万円）      38,410

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合     （％） 
 6.9  5.9  12.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．販売の状況

  

 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) 

増  減 

 区分  金額  構成比 金額  構成比  金額  前年同期比

       ％       ％       ％ 

 食品事業 34,121   83.0  32,540  84.7  △1,581  △4.6 

家庭用食品  9,272  22.6  9,065  23.6  △206  △2.2 

業務用食品  5,594  13.6  5,600  14.6  6  0.1 

加工食品用原料  8,275  20.1  7,850  20.4  △425  △5.1 

食品用改良剤  10,979  26.7  10,023  26.1  △956  △8.7 

 化成品事業 3,660  8.9  2,972  7.7  △688  △18.8 

 ビタミン・その他事業 3,316  8.1  2,897  7.6  △419  △12.6 

ビタミン事業  2,572  6.3  2,420  6.3  △151  △5.9 

電子精密部品他 744  1.8  476  1.3  △267  △35.9 

合 計 41,098  100.0  38,410  100.0  △2,688  △6.5 
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