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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 8,096 22.0 336 ― 304 ― 172 ―

21年3月期第2四半期 6,636 ― △28 ― △37 ― △48 ―

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 15.12 ―

21年3月期第2四半期 △4.26 ―

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 14,563 6,531 44.8 573.71
21年3月期 13,880 6,377 45.9 559.74

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,531百万円 21年3月期  6,377百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 15,861 16.5 498 ― 451 ― 234 ― 20.55
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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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
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。 

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 11,400,000株 21年3月期  11,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  15,667株 21年3月期  5,789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 11,389,536株 21年3月期第2四半期 11,394,683株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年後半からの世界的な景気悪化の影響を受け、一部に回復

の兆しは見られるものの、企業業績悪化による設備投資の減少、雇用不安や所得減少による個人消費の冷え込みな

ど依然として厳しい状況の中で推移しました。 

 このような状況下、当社グループは、平成18年にトライした設備投資のために平成19年第４四半期から５四半期

に亘って赤字決算を経験してしまいました。懸案になっておりました新規事業の粉末茶と昆布エキスに関しまして

は、ようやく市場展開の基盤は創れたと思いますが、損益分岐点売上高である10億に対しまして、未だ40％強の売

上達成率に留まっております。今期上半期の収益に大きく貢献いたしましたのは、数年来順調に拡大して来たヘル

スケア関連製品の素材型粉末品及びお客先様ブランドの完成型商品の飛躍的な売上増加によるものであります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は80億96百万円（前年同四半期比22.0％増）、営業利益は３億

36百万円（前年同四半期は営業損失28百万円）、経常利益は３億４百万円（前年同四半期は経常損失37百万円）、

四半期純利益は１億72百万円（前年同四半期は純損失48百万円）となりました。 

 部門業績は次のとおりであります。 

 ○カラメル製品部門 

 着色料カラメルの即席食品向け粉末品は増加しましたが、デザート関連商品向けシラップ及びプリン用タブ

レットは消費減退の状況下、特に高級タイプ商品向けの販売が低迷し、売上高は14億24百万円（前年同四半期

比1.9％減）となりました。 

 ○粉末製品部門 

 粉末茶製品、和風調味料製品は前年同四半期比1.8倍超まで増加し、順次市場導入を実現いたしました。ま

た、即席加工食品向けの粉末調味料と、ヘルスケア関連素材型粉末品の大幅な増加により、売上高は14億97百

万円（前年同四半期比14.4％増）となりました。 

 ○凍結乾燥製品部門 

 凍結乾燥製品の主力である粉末山芋は、市場での安価な海外品及び熱風乾燥品タイプへの移行の影響で減少

し、売上高は２億89百万円（前年同四半期比7.8％減）となりました。 

 ○造粒製品部門 

 ヘルスケア関連製品が順調に推移し、特にお客先様ブランドの完成型商品が飛躍的に売上増加しました。ま

た、洋風スープ類の即席加工食品商材が増加したことにより売上高は前年同四半期比倍増の30億25百万円（前

年同四半期比89.3％増）となりました。 

 ○ブレンド製品部門 

 ミックス粉製品の受託が増加したものの、輸出用粉末味噌汁及びスープ製品は為替円高と景気後退による需

要低迷により大きく減少し、売上高は４億44百万円（前年同四半期比23.0％減）となりました。 

 ○その他製品・商品部門 

 前年度後半から本格的に販売をスタートさせた冷凍和菓子関連の商品は病院・介護施設向けに好調に売上を

伸ばしました。また、中国からのレトルト具材の販売も増加したことで、売上高は14億14百万円（前年同四半

期比2.1％増）となりました。  

    

  

  

  当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は６億82百万円増加し145億63百

万円、純資産は１億53百万円増加し65億31百万円となりました。この主な変動要因は、以下のとおりであります。 

 資産は、受取手形及び売掛金、投資有価証券が増加し、機械装置及び運搬具が減少しました。負債は、支払手形

及び買掛金が増加し、長期借入金が減少しました。純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金が増加しま

した。 

 この結果、自己資本比率は44.8％、１株当たり純資産は573円71銭となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較

して46百万円減少し、16億91百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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５億10百万円（前年同四半期は23百万円の使用）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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これは主に、税金等調整前四半期純利益２億90百万円、減価償却費４億７百万円、売上債権の増加額５億57百万円等

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） 

 投資活動の結果使用した資金は２億66百万円（前年同四半期は１億64百万円の使用）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出２億40百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は２億89百万円（前年同四半期は１億９百万円の使用）となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出２億56百万円等によるものであります。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月９日で業績予想を以下とおり変更いたしました。 

  

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）  

  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う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 

  該当事項はありません。  

  

 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

  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 

 前回発表予想（Ａ） 14,288 332 295 158 13.87

 今回修正予想（Ｂ） 15,861  498 451 234 20.55

 増減額（Ｂ－Ａ） 1,573 166 156 76 －

 増減率（％） 11.0 50.0 52.9 48.1 －

 前期実績 13,613 △46 △96 △95 △8.40

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

仙波糖化工業㈱（2916）　平成22年３月期第２四半期決算短信

－4－



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,731,743 1,777,926

受取手形及び売掛金 3,941,735 2,990,386

有価証券 1,396 1,396

商品及び製品 1,162,682 1,169,650

仕掛品 318,699 326,904

原材料及び貯蔵品 660,552 589,036

繰延税金資産 209,333 263,060

その他 178,561 248,211

貸倒引当金 △34,499 △27,075

流動資産合計 8,170,206 7,339,497

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,042,142 2,079,016

機械装置及び運搬具（純額） 2,165,717 2,292,957

その他（純額） 413,553 417,556

有形固定資産合計 4,621,413 4,789,531

無形固定資産 49,781 51,935

投資その他の資産   

投資有価証券 910,530 806,641

繰延税金資産 444,080 506,863

その他 380,859 398,061

貸倒引当金 △13,132 △11,643

投資その他の資産合計 1,722,337 1,699,922

固定資産合計 6,393,532 6,541,388

資産合計 14,563,738 13,880,886
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（単位：千円）

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 2,072,754 1,492,755

短期借入金 2,795,892 2,735,612

未払法人税等 48,915 7,580

賞与引当金 263,605 203,097

役員賞与引当金 1,000 2,000

その他 591,065 553,955

流動負債合計 5,773,233 4,995,001

固定負債   

長期借入金 784,012 1,036,948

退職給付引当金 1,412,993 1,406,647

その他 62,229 64,490

固定負債合計 2,259,234 2,508,086

負債合計 8,032,467 7,503,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,621,543 3,540,476

自己株式 △4,909 △1,803

株主資本合計 6,320,243 6,242,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 268,452 207,944

為替換算調整勘定 △57,425 △72,428

評価・換算差額等合計 211,027 135,515

純資産合計 6,531,271 6,377,798

負債純資産合計 14,563,738 13,880,886
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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：千円）

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 6,636,700 8,096,654

売上原価 5,536,214 6,577,199

売上総利益 1,100,486 1,519,455

販売費及び一般管理費 1,128,705 1,182,874

営業利益又は営業損失（△） △28,219 336,581

営業外収益   

受取利息 1,974 1,028

受取配当金 6,672 6,798

為替差益 13,072 －

その他 7,102 8,592

営業外収益合計 28,822 16,420

営業外費用   

支払利息 28,035 25,249

持分法による投資損失 8,127 9,432

為替差損 － 12,703

その他 2,016 790

営業外費用合計 38,179 48,175

経常利益又は経常損失（△） △37,576 304,825

特別損失   

関係会社出資金評価損 22,654 －

固定資産除却損 9,371 14,342

投資有価証券評価損 6,963 －

リース解約損 922 －

保険解約損 562 －

特別損失合計 40,475 14,342

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△78,052 290,483

法人税、住民税及び事業税 21,543 42,802

法人税等調整額 △51,008 75,459

法人税等合計 △29,464 118,262

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,587 172,220
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△78,052 290,483

減価償却費 443,004 407,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,123 8,913

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,965 60,507

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,230 6,345

受取利息及び受取配当金 △8,647 △7,827

支払利息 28,035 25,249

為替差損益（△は益） 1,147 989

持分法による投資損益（△は益） 8,127 9,432

投資有価証券評価損益（△は益） 6,963 －

固定資産除却損 9,371 14,342

関係会社出資金評価損 22,654 －

売上債権の増減額（△は増加） △272,896 △557,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,351 △54,171

その他の流動資産の増減額（△は増加） 72,010 8,189

仕入債務の増減額（△は減少） 7,584 185,777

その他の流動負債の増減額（△は減少） △196,498 32,714

その他 4,988 41,983

小計 71,534 472,673

利息及び配当金の受取額 8,750 8,225

利息の支払額 △30,832 △19,977

法人税等の還付額 － 54,085

法人税等の支払額 △73,431 △4,895

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,978 510,110

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 △146,972 △240,926

有形固定資産の除却による支出 △1,440 △1,947

投資有価証券の取得による支出 △3,599 △2,417

貸付けによる支出 △29,930 △33,496

貸付金の回収による収入 11,457 6,427

その他の支出 △1,130 △733

その他の収入 6,740 6,923

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,875 △266,171

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） 238,000 64,000

長期借入金の返済による支出 △256,656 △256,656

リース債務の返済による支出 － △2,261

自己株式の取得による支出 △244 △3,106

配当金の支払額 △90,899 △91,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,800 △289,328

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,165 △793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △299,819 △46,182

現金及び現金同等物の期首残高 1,825,138 1,737,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,525,318 1,691,743
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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） 

 当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、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） 

 当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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