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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 30,100 △16.4 3,630 84.4 3,660 90.3 2,178 101.8
21年3月期第2四半期 36,007 ― 1,968 ― 1,922 ― 1,079 ―

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 88.53 ―

21年3月期第2四半期 43.87 ―

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2四半期 42,965 16,077 37.4 653.41
21年3月期 42,349 14,325 33.8 582.21

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,077百万円 21年3月期  14,325百万円

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 ― ― ― 17.00 17.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 22.00 22.00

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 55,800 △16.4 4,450 18.9 4,400 19.2 2,600 26.8 105.67
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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  無  

(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 

 連結業績予想につきましては、現時点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。 

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  32,000,000株 21年3月期  32,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,394,900株 21年3月期  7,394,310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  24,605,521株 21年3月期第2四半期  24,607,648株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国の経済回復を背景に製造業大企業において

輸出や生産の持ち直しが一部見られたものの、企業の設備投資額は依然として減少傾向にあり、また厳し

い雇用情勢の中で個人消費も減少するなど先行きが不透明な状況で推移しました。 

一方、当社グループを取り巻く環境は、原材料価格が比較的安定してきたものの、景気悪化の影響から

工業用途向け製品の販売が減少するなど依然として予断を許さない状況となりました。 

原料とうもろこしのシカゴ相場は、期初396セント／ブッシェル台で始まりましたが、作付けの大幅遅

れに加え、大豆相場、原油相場および米国株などの影響を受けて6月初旬には449.50セント／ブッシェル

まで上昇しました。しかし、その後は天候に恵まれたことや、6月30日に米国農務省から発表された米国

とうもろこしの作付面積が87百万エーカーと市場予測を大幅に上回ったことなどから、7月中旬には308セ

ント／ブッシェル台まで下落しました。その後は9月に発表された米国農務省の収穫予想が史上二番目と

なる12,954百万ブッシェルであったものの、市場予測の範囲内であったことや生育の遅れが明らかになっ

たことなどから上昇に転じ、第2四半期末時点では344.00セント／ブッシェルとなりました。 

また、米国から日本までの穀物海上輸送運賃は期初40ドル／トン台でありましたが、中国の堅調な鉄鉱

石および石炭需要により7月下旬には60ドル／トン台まで上昇したものの、その後は下落傾向に転じ、第2

四半期末時点では50ドル／トン台となりました。 

一方、為替相場は期初99.89円／ドルでありましたが、米国経済の回復に対する不安感から5月中旬から

円高の流れとなりました。さらに9月下旬のG20で各国の金融当局が自国通貨に対する方針を公表すると一

時90円／ドルを割り込むまで円高が進みましたが、第2四半期末時点では91.21円／ドルとなりました。 

さらに、原油相場は、期初48.49ドル／バレルでありましたが、5月に入り米国の景気後退懸念が和らい

だことや原油需要回復への期待感などから、6月中旬には72.69ドル／バレルまで上昇しました。その後は

米国景気に対する見方が交錯する中で60ドル／バレルを割り込むこともありましたが、第2四半期末時点

では70.21ドル／バレルとなりました。 

このような状況のもと、当社グループは生産効率の改善をはじめあらゆる施策を実施しコスト削減に努

めるとともに、引き続き付加価値製品の拡販に注力しました。 

販売面につきましては、景気後退の影響を受けて製紙向け澱粉製品の販売数量が減少したことに加え、

糖化品の販売数量も夏場の天候不良の影響から減少しました。さらに、全製品にわたり販売価格が下落し

たことから大幅な減収となりました。 

一方、損益面につきましては、コスト削減効果や付加価値製品の販売が拡大したことにより増益となり

ました。 

この結果、当第2四半期連結累計期間は売上高301億円となり前年同期比59億円(16.4％)の減収、営業利

益は36億3千万円と前年同期比16億6千万円(84.4％)の増益、経常利益は36億6千万円と前年同期比17億3千

万円(90.3％)の増益、四半期純利益は21億7千万円と前年同期比10億9千万円(101.8％)の増益となりまし

た。 

次に各部門別の販売状況は以下のとおりであります。 

（澱粉部門） 

澱粉部門は、景気後退の影響を受けて製紙向け加工澱粉の販売数量が大幅に減少したことに加え、販売

価格の下落により、売上高は72億8千万円と前年同期比16億2千万円（18.3％）の減収となりました。 

（糖化品部門） 

糖化品部門は、景気後退による消費低迷や夏場の天候不良の影響を受けて飲料向け販売全般が不振であ

ったことや販売価格の下落により、売上高は188億1千万円と前年同期比25億1千万円（11.8％）の減収と

なりました。 

（ファインケミカル部門） 

ファインケミカル部門は、シクロデキストリンの販売減少傾向が軽減したものの、医療向けぶどう糖の

販売が不振であったことから、売上高は9億1千万円と前年同期比9千万円（9.6％）の減収となりました。

・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
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（副産物部門） 

副産物部門は、主要製品の販売減少に加え食用油脂向け製品の販売価格の下落により、売上高は30億8

千万円と前年同期比16億6千万円（35.1％）の大幅減収となりました。 

  

当第2四半期末における総資産は、429億6千万円となり、前連結会計年度末と比較して6億1千万円の増

加となりました。その主な要因は、たな卸資産が5億3千万円増加したこと等によるものです。また、負債

については、前連結会計年度末と比較して11億3千万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入

金が6億4千万円減少したこと及び長期借入金が3億円減少したこと等によるものです。 

なお、純資産は160億7千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して3.6ポイント増加

し、37.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第2四半期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、29億9千万円となり、前連結会

計年度末と比較して11億8千万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は35億6千万円(前年同期は4億4千万円の使用)となりました。 

これは主として、税金等調整前四半期純利益36億3千万円に減価償却費9億8千万円と売上債権の減少額8

億円及び仕入債務の増加額3億3千万円を加算した額から、たな卸資産の増加額5億3千万円及び法人税等の

支払額16億1千万円を控除した額等によるものです。 

（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33億7千万円(前年同期比313.8％増)となりました。 

これは主として、当社工場設備の更新投資などの有形固定資産の取得による支出8億3千万円と貸付金の

増加(純額)24億9千万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は13億7千万円(前年同期は14億7千万円の資金獲得)となりました。 

これは主として、借入金の減少(純額)9億4千万円と配当金の支払4億1千万円等によるものです。 

  

  

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年7月31日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

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 2,999 4,181

受取手形及び売掛金 11,504 12,304

商品及び製品 3,094 3,494

仕掛品 2,011 1,844

原材料及び貯蔵品 3,049 2,286

繰延税金資産 655 701

その他 3,736 1,622

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 27,049 26,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,757 3,894

機械装置及び運搬具（純額） 5,277 5,441

工具、器具及び備品（純額） 183 188

土地 1,864 1,864

リース資産（純額） 51 23

建設仮勘定 723 573

有形固定資産合計 11,858 11,986

無形固定資産 200 205

投資その他の資産   

投資有価証券 2,964 2,797

長期貸付金 4 5

繰延税金資産 678 714

その他 216 209

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 3,857 3,721

固定資産合計 15,916 15,913

資産合計 42,965 42,349

日本食品化工㈱ (2892) 平成22年3月期 第2四半期決算短信

－5－



（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 2,414 2,077

短期借入金 2,705 3,350

未払金 3,659 3,411

未払法人税等 1,396 1,640

賞与引当金 532 1,101

役員賞与引当金 22 26

その他 311 330

流動負債合計 11,042 11,937

固定負債   

長期借入金 12,670 12,972

退職給付引当金 3,011 2,994

役員退職慰労引当金 9 29

長期未払金 116 73

その他 38 15

固定負債合計 15,846 16,085

負債合計 26,888 28,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 328 328

利益剰余金 16,010 14,250

自己株式 △2,142 △2,142

株主資本合計 15,795 14,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 362 280

繰延ヘッジ損益 △12 46

為替換算調整勘定 △68 △37

評価・換算差額等合計 281 289

純資産合計 16,077 14,325

負債純資産合計 42,965 42,349
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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 36,007 30,100

売上原価 29,505 22,169

売上総利益 6,502 7,931

販売費及び一般管理費 4,533 4,300

営業利益 1,968 3,630

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 28 46

持分法による投資利益 59 55

試作品売却益 10 8

受取ロイヤリティー 7 7

受取保険金 19 49

その他 34 47

営業外収益合計 162 219

営業外費用   

支払利息 199 178

その他 8 11

営業外費用合計 208 190

経常利益 1,922 3,660

特別利益   

固定資産売却益 0 0

ゴルフ会員権売却益 1 －

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除却損 122 22

特別損失合計 122 22

税金等調整前四半期純利益 1,802 3,637

法人税、住民税及び事業税 844 1,390

法人税等調整額 △121 68

法人税等合計 723 1,458

四半期純利益 1,079 2,178
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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 1,802 3,637

減価償却費 942 989

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △157 △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △88 17

受取利息及び受取配当金 △31 △50

支払利息 199 178

持分法による投資損益（△は益） △59 △55

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 122 22

売上債権の増減額（△は増加） △2,780 800

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,642 △530

仕入債務の増減額（△は減少） 1,029 337

その他 510 △8

小計 △152 5,318

利息及び配当金の受取額 35 51

利息の支払額 △202 △185

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △120 △1,618

営業活動によるキャッシュ・フロー △440 3,565

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 △790 △838

有形固定資産の売却による収入 1 0

無形固定資産の取得による支出 △20 △23

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

貸付けによる支出 － △12,200

貸付金の回収による収入 1 9,700

その他 △4 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △816 △3,377

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 43,400 9,500

短期借入金の返済による支出 △44,500 △9,900

長期借入れによる収入 3,500 －

長期借入金の返済による支出 △797 △547

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △122 △415

リース債務の返済による支出 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,479 △1,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223 △1,182

現金及び現金同等物の期首残高 657 4,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 881 2,999
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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)及び当第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) 

とうもろこし等の加工製品及びその二次加工製品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全

セグメントの売上高の合計及び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、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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)及び当第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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載はしてお

りません。 

  

【海外売上高】 

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)及び当第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) 

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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