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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 13,195 0.6 726 240.8 777 257.9 467 323.2
21年3月期第2四半期 13,119 ― 213 ― 217 ― 110 ―

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 28.02 ―
21年3月期第2四半期 6.62 ―

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 30,772 26,276 85.4 1,575.73
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2四半期 26,276百万円 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
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 ― 10.00 ― 14.00 24.00
22年3月期 ― 10.00
22年3月期
（予想）

― 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 27,000 1.6 1,350 72.3 1,450 90.9 840 87.5 50.37
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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、５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
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2四半期 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2四半期 1,857,070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2四半期 16,676,851株 21年3月期第2四半期 16,686,349株
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（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）

(％表示は対前期増減率)

(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

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。

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 27,000 1.6 1,100 104.5 1,280 121.9 760 123.2 45 57
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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、国の経済対策の効果により一部に景気持直しの兆

しが見られるものの、雇用・所得環境の悪化とそれによる個人消費の低迷が続いており、引き続き大変厳

しい状況で推移しました。

当社の関連する製菓製パン業界におきましては、消費者の節約思考が強まる中、量販チェーン店のプラ

イベートブランド製品をはじめとした低価格製品への移行が急速に進み、販売競争が激化し厳しい経営環

境が続きました。

当第２四半期連結累計期間におきましても、当社グループは「選択と集中」をキーワードに、マーケテ

ィング活動の強化とそれに基づく独自の技術による新製品開発を柱として進めました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、前期比0.6％増の131億９千５百万円と

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240.8％増の７億２千６百万円、経常利益は前期比257.9％増の７億７千７百万円となりました。四

半期純利益は前期比323.2％増の４億６千７百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は307億７千２百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金が５億９千２百万円増加したことと、売上債権の減少により受取手形及び売掛金が１億９百万

円、原材料及び貯蔵品が１億７千７百万円、減価償却費の計上などにより固定資産が４億６千７百万円減

少したことによるものです。

負債合計は44億９千５百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が２億４千３百万円増加したこ

とと、未払金の支払いにより流動負債その他が７億４千７百万円減少したことによるものです。

純資産合計は262億７千６百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が２億３千３百万円、その他

有価証券評価差額金が５千４百万円増加したことによるものです。

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通りであります。

当第２四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17億７千９百万円、

投資活動で支出した資金10億４千５百万円、財務活動で支出した資金２億３千６百万円により、当第２四

半期連結累計期間末残高は77億３千２百万円となりました。

（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17億７千９百万円で、主な増加内訳は税金等調整前四半期純利益７億５千８

百万円と減価償却費７億円、減少内訳は法人税等の支払額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10億４千５百万円で、主なものは有形固定資産の取得による支出９億６千１

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２億３千６百万円で、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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世界的な景気低迷の影響を受けるなか、通期の売上高は上半期と同様の水準で推移するものと見込まれ

微増収に留まるものの、利益項目につきましては、原価低減及び省エネなどの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により前回公表（平成21年８月11日）よりも改善される見込みとなりま

したので修正しております。

詳細につきましては、平成21年10月30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棚卸資産の評価方法

当第２四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、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２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は７千４百万円減少しますが、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。

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 2,412 1,820

受取手形及び売掛金 5,592 5,702

有価証券 5,819 5,914

製品 829 773

仕掛品 61 83

原材料及び貯蔵品 1,427 1,605

繰延税金資産 192 160

その他 12 11

貸倒引当金 △22 △23

流動資産合計 16,326 16,048

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,286 8,264

減価償却累計額 △4,116 △3,960

建物及び構築物（純額） 4,170 4,304

機械装置及び運搬具 11,578 11,436

減価償却累計額 △7,958 △7,494

機械装置及び運搬具（純額） 3,619 3,942

土地 2,673 2,673

建設仮勘定 14 56

その他 612 549

減価償却累計額 △467 △446

その他（純額） 145 103

有形固定資産合計 10,622 11,080

無形固定資産 119 123

投資その他の資産

投資有価証券 916 823

繰延税金資産 391 357

その他 2,394 2,528

投資その他の資産合計 3,703 3,709

固定資産合計 14,445 14,913

資産合計 30,772 30,961
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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 1,481 1,449

未払法人税等 397 154

賞与引当金 318 278

その他 917 1,664

流動負債合計 3,116 3,546

固定負債

退職給付引当金 1,151 1,160

役員退職慰労引当金 154 186

繰延税金負債 35 40

その他 38 38

固定負債合計 1,379 1,425

負債合計 4,495 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 23,114 22,880

自己株式 △1,573 △1,571

株主資本合計 26,193 25,960

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 83 28

評価・換算差額等合計 83 28

純資産合計 26,276 25,989

負債純資産合計 30,772 30,961
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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 13,119 13,195

売上原価 10,221 9,701

売上総利益 2,898 3,493

販売費及び一般管理費 2,685 2,767

営業利益 213 726

営業外収益

受取利息 19 7

受取配当金 12 13

不動産賃貸料 5 5

仕入割引 23 17

その他 36 26

営業外収益合計 98 70

営業外費用

たな卸資産廃棄損 76 －

不動産賃貸原価 5 5

その他 12 13

営業外費用合計 94 19

経常利益 217 777

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失

固定資産除却損 1 6

投資有価証券評価損 6 －

役員退職慰労金 － 14

特別損失合計 7 20

税金等調整前四半期純利益 210 758

法人税、住民税及び事業税 147 399

法人税等調整額 △47 △108

法人税等合計 100 290

四半期純利益 110 467
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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 210 758

減価償却費 647 700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △31

前払年金費用の増減額（△は増加） 8 133

賞与引当金の増減額（△は減少） 40 40

受取利息及び受取配当金 △32 △20

保険配当金 △1 △1

売上債権の増減額（△は増加） 294 109

たな卸資産の増減額（△は増加） △491 143

仕入債務の増減額（△は減少） 72 32

その他 △6 59

小計 793 1,915

利息及び配当金の受取額 36 19

法人税等の支払額 △202 △155

営業活動によるキャッシュ・フロー 627 1,779

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 △986 △961

無形固定資産の取得による支出 － △75

保険積立金の解約による収入 11 11

保険積立金の積立による支出 △7 △7

その他 △3 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △986 △1,045

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 △2 △1

リース債務の返済による支出 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △236 △236

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） △594 497

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 8,766 7,732
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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。

【事業の種類別セグメント情報】

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）

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）

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）

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。

(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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