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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,272 △3.3 559 13.3 572 0.2 347 35.6
21年3月期第2四半期 3,382 ― 493 ― 571 ― 256 ―

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 37.31 ―
21年3月期第2四半期 27.52 ―

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 15,947 14,702 92.2 1,576.48
21年3月期 16,205 14,464 89.3 1,550.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,702百万円 21年3月期  14,464百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00
22年3月期 

（予想）
― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 7,300 3.1 1,200 5.4 1,230 △3.6 730 ― 78.34
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。] 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 9,326,460株 21年3月期  9,326,460株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  52株 21年3月期  52株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 9,326,408株 21年3月期第2四半期 9,326,424株

※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。実際の業績等は、
様々な原因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降の世界的な景気低迷を受け、設備投資の冷え込
み、雇用情勢の悪化ならびに個人消費の落ち込みなど依然として厳しい経済情勢が続いております。徐々
に景気底入れの兆しが見え始めてはおりますが、未だ、先行き不透明な厳しい状況で推移しております。
 このような状況のもと、当第２四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきましては、紅茶エ
キス等は増加したものの、緑茶エキス・ウーロン茶エキス等が減少したため、売上高は1,614百万円(対前
年同期比 0.6％減)となりました。 
 粉末天然調味料につきましては、粉末酢等が増加したものの、粉末ソース・椎茸エキス等が減少したた
め、売上高は926百万円(同3.5％減)となりました。 
 液体天然調味料につきましては、鰹節エキス・昆布エキス等が減少したため、売上高は 338百万円(同 
12.5%減)となりました。 
 植物エキスにつきましては、野菜エキス・果実エキスが増加したものの、機能性植物エキスが減少した
ため、売上高は 369百万円(同 4.2％減)となりました。 
 粉末酒につきましては、洋酒タイプが減少したため、売上高は 20百万円(同 5.9％減)となりました。 
 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 3,272百万円（同 3.3％減）となり前年同四半期より 
110百万円減少しました。 
 当第２四半期累計期間の損益面につきましては、製造コスト削減により、営業利益は 559百万円(同 
13.3％増)、受取利息の減少により経常利益は 572百万円（同 0.2％増）となり、第２四半期純利益は 
347百万円(同 35.6％増)となりました。 

  

  

当第２四半期末における流動資産は、現金及び預金の減少により 8,010百万円となり、前事業年度末よ
り 483百万円の減少となりました。  
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで 767百万円の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローで 1,126百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 140百万円の減少となった結
果、前事業年度末より 499百万円減少しております。 
売上債権につきましては、売上減少により、当第２四半期末残高は前事業年度末より 49百万円減少し

ております。 
固定資産は、第三工場２期工事（エキス工場建設）に係る設備投資等より、有形固定資産が 147百万円

増加した結果、当第２四半期末残高は 7,937百万円となり、前事業年度末より 226百万円増加しておりま
す。 
以上の結果、当第２四半期末における総資産は、前事業年度末より 257百万円減少して 15,947百万円

となりました。 
当第２四半期末における負債の合計は、未払金の減少により 1,244百万円となり、前事業年度末より 

495百万円の減少となりました。 
当第２四半期末における純資産の合計は、当第２四半期純利益 347百万円の計上などにより 14,702百

万円となりました。 
この結果、1株当たり純資産は、前事業年度末の 1,550円96銭から 1,576円48銭となり 25円52銭増加し

ております。 
当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より 499百万円

減少し、5,503百万円となりました。 

なお、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は 767百万円となりました。これは主に、税引前第２四半期純利益による
ものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 1,126百万円となりました。これは主に、第三工場２期工事（エキス工
場建設）による有形固定資産の取得による支出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） 

 財務活動の結果使用した資金は 140百万円となりました。これは、配当金の支払による支出によるもの
であります。 

  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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当社が使用する主要な原材料（鰹節・昆布・椎茸等）の価格変動、金融・株式市場低迷の影響による保
有投資有価証券の時価下落等が懸念されるものの、他の要因による業績の変動も現時点では想定されない
ことから、平成21年５月20日発表の平成22年３月期業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 
 当第２四半期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、前事業年度末の実地棚卸
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。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 
 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっております。  
 なお、定率法を採用している資産については、事業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。  

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 当事業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する方法を採用しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

（会計処理の変更） 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

該当事項はありません。 

  

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 5,503,153 6,002,296

受取手形及び売掛金 1,267,756 1,317,715

製品 494,092 416,948

仕掛品 370,675 266,077

原材料及び貯蔵品 290,377 292,936

その他 84,355 198,238

貸倒引当金 △250 △260

流動資産合計 8,010,161 8,493,952

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,849,813 2,897,683

機械及び装置（純額） 1,039,538 1,027,552

土地 2,428,242 2,428,242

建設仮勘定 512,756 311,276

その他（純額） 178,251 196,381

有形固定資産合計 7,008,601 6,861,135

無形固定資産 45,886 26,120

投資その他の資産   

投資有価証券 725,747 672,399

破産更生債権等 5,590,613 5,590,613

その他 157,246 151,706

貸倒引当金 △5,590,613 △5,590,613

投資その他の資産合計 882,993 824,105

固定資産合計 7,937,482 7,711,361

資産合計 15,947,644 16,205,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 469,403 504,942

未払金 239,643 822,757

未払法人税等 243,474 4,998

賞与引当金 115,000 115,000

設備関係支払手形 4,987 147,231

その他 134,956 108,403

流動負債合計 1,207,465 1,703,332

固定負債   

役員退職慰労引当金 37,277 37,140

固定負債合計 37,277 37,140

負債合計 1,244,742 1,740,472
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,444,796 4,444,796

利益剰余金 6,568,736 6,360,683

自己株式 △64 △64

株主資本合計 14,685,743 14,477,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,158 △12,848

評価・換算差額等合計 17,158 △12,848

純資産合計 14,702,901 14,464,841

負債純資産合計 15,947,644 16,205,313
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,382,684 3,272,470

売上原価 2,501,264 2,315,049

売上総利益 881,420 957,420

販売費及び一般管理費 388,028 398,228

営業利益 493,391 559,191

営業外収益   

受取利息 66,797 1,087

受取配当金 7,977 8,103

その他 2,891 8,697

営業外収益合計 77,667 17,887

営業外費用   

株式交付費 23 －

保険解約損 28 －

業務委託料 － 4,750

その他 0 0

営業外費用合計 51 4,750

経常利益 571,007 572,329

特別利益   

貸倒引当金戻入額 190 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,190

特別利益合計 190 2,190

特別損失   

固定資産売却損 － 197

固定資産除却損 379 244

投資有価証券評価損 144,789 －

特別損失合計 145,169 441

税引前四半期純利益 426,028 574,077

法人税等 169,388 226,128

四半期純利益 256,640 347,949
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,700,024 1,600,396

売上原価 1,269,529 1,139,780

売上総利益 430,495 460,615

販売費及び一般管理費 195,733 173,552

営業利益 234,761 287,062

営業外収益   

受取利息 38,283 1,087

受取配当金 525 350

法人税等還付加算金 － 2,599

その他 1,709 2,241

営業外収益合計 40,517 6,278

営業外費用   

株式交付費 17 －

保険解約損 28 －

業務委託料 － 4,750

その他 △300 0

営業外費用合計 △254 4,750

経常利益 275,533 288,591

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,190

特別利益合計 － 2,190

特別損失   

固定資産売却損 － 197

固定資産除却損 19 31

投資有価証券評価損 144,789 －

特別損失合計 144,809 229

税引前四半期純利益 130,724 290,552

法人税等 54,223 114,250

四半期純利益 76,501 176,302
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 426,028 574,077

減価償却費 206,129 194,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,078 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,914 137

受取利息及び受取配当金 △74,775 △9,190

有形固定資産売却損益（△は益） － 197

有形固定資産除却損 379 244

投資有価証券評価損益（△は益） 144,789 －

売上債権の増減額（△は増加） △120,253 49,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,598 △179,183

未収消費税等の増減額（△は増加） － 46,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,107 △25,389

仕入債務の増減額（△は減少） 51,000 △35,538

未払金の増減額（△は減少） 11,746 10,272

未払費用の増減額（△は減少） 5,369 △7,654

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,688 31,549

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,497 17,068

受取保険金 △10 －

その他 △44 －

小計 654,501 667,448

利息及び配当金の受取額 23,844 9,190

法人税等の支払額 △141,261 △2,105

法人税等の還付額 － 92,833

保険金の受取額 10 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 537,094 767,367

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 △265,484 △1,079,328

有形固定資産の売却による収入 － 2,500

無形固定資産の取得による支出 － △20,780

投資有価証券の取得による支出 △5,003,934 △4,004

その他の支出 △22,620 △24,737

その他の収入 44 －

その他 1,342 △140

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,290,651 △1,126,490

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △139,749 △140,019

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,749 △140,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,893,305 △499,142

現金及び現金同等物の期首残高 11,649,066 6,002,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,755,760 5,503,153
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．金額は、販売価格によっております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2)受注実績 

  当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．輸出は僅かのため、記載を省略しております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

     販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上である相手先はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績                  

期別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 (参考)前事業年度

自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日 増減 自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日 至 平成21年９月30日 至 平成21年３月31日

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

1,563,399 
 

47.4 
 

1,729,805
 

50.1
 

166,405
 

10.6
 

3,264,450 
 

47.6
 

 粉末天然調味料 
 

948,102 
 

28.7 
 

978,640
 

28.4
 

30,538
 

3.2
 

2,000,946 
 

29.2
 

 液体天然調味料 
 

400,979 
 

12.2 
 

350,350
 

10.1
 

△50,628
 

△12.6
 

783,155 
 

11.4
 

 植物エキス 
 

367,914 
 

11.2 
 

374,606
 

10.9
 

6,691
 

1.8
 

770,275 
 

11.3
 

 粉末酒 
 

17,127 
 

0.5 
 

16,621
 

0.5
 

△506
 

△3.0
 

34,715 
 

0.5
 

合計 3,297,524 100.0 3,450,024 100.0 152,500 4.6 6,853,544 100.0

(3) 販売実績

期別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 (参考)前事業年度

自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日 増減 自 平成20年４月１日

至 平成20年９月30日 至 平成21年９月30日 至 平成21年３月31日

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

1,624,747 
 

48.0 
 

1,614,985
 

49.4
 

△9,762
 

△0.6
 

3,466,592 
 

48.9
 

 粉末天然調味料 
 

959,549 
 

28.4 
 

926,174
 

28.3
 

△33,375
 

△3.5
 

2,002,314 
 

28.3
 

 液体天然調味料 
 

386,751 
 

11.4 
 

338,337
 

10.3
 

△48,414
 

△12.5
 

783,730 
 

11.1
 

 植物エキス 
 

385,665 
 

11.4 
 

369,487
 

11.3
 

△16,177
 

△4.2
 

777,416 
 

11.0
 

 粉末酒 
 

21,380 
 

0.6 
 

20,111
 

0.6
 

△1,269
 

△5.9
 

43,765 
 

0.6
 

 その他 
 

4,589 
 

0.2 
 

3,373
 

0.1
 

△1,216
 

△26.5
 

10,013 
 

0.1
 

合計 3,382,684 100.0 3,272,470 100.0 △110,214 △3.3 7,083,833 100.0
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