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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 101,466 1.1 6,639 1.5 6,717 0.2 3,666 3.6
21年3月期第2四半期 100,401 ― 6,542 ― 6,705 ― 3,539 ―

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 51.21 ―
21年3月期第2四半期 49.44 ―

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 90,384 63,068 69.8 880.88
21年3月期 88,467 60,968 68.9 851.54

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  63,068百万円 21年3月期  60,968百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ― 20.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 40.00

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 206,500 2.7 12,000 41.6 12,050 38.1 6,500 65.6 90.79
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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．その他をご覧下さい。］ 

(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 
1．平成21年５月20日発表の通期連結業績予想は修正しておりません 
２．上記の予想は、本資料の発表日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値と異なる場合
があります。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参照下さい。 

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 71,640,000株 21年3月期  71,640,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  42,434株 21年3月期  42,284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 71,597,616株 21年3月期第2四半期 71,597,712株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、各種景気対策により景気回復に向けて努力はして
いるものの、経済効果は一部にしか見受けられず、日本経済全体に与える影響は弱く企業の設備投資・個
人消費の低下、雇用情勢の悪化など企業収益向上に繋がる景気回復は依然として難しい状況が続いており
ます。      
 このような状況のもと、当社グループといたしましては、「安全な食事提供・品質管理強化・事業所収
益の確保」を重点施策として掲げており、海外及び国内のメーカーの工場監査や品質管理者との定例会議
の開催など、食品の安全性や品質保持のための施策を積極的に実施してまいりました。また、自社精米所
である東北ライスセンターを拠点に東北エリアを中心に自社流通米の供給が拡大でき、今後は、関東エリ
アまで拡大する予定であります。また、事業所の作業平準化と効率化を目指すための新型モデルオペレー
ションの導入により労働時間削減効果も出始めており導入事業所拡大により更なる収益改善を目指し、今
後とも導入推進に注力してまいります。 
  
当第２四半期連結累計期間の営業成績につきましては、新規獲得件数が当社で239件、連結子会社で123

件、併せて362件（前年同期比10件増加）となりました。一方解約につきましては、当社で92件、連結子
会社で35件、併せて127件（前年同期比21件増加）となりました。当第２四半期連結累計期間末における
事業所数は、当社が4,200件、連結子会社が1,772件、併せて5,972件(前年同期比90件増加）になり、利益
についてはほぼ計画通りでありましたが前第２四半期連結会計期間に比べ、当第２四半期連結会計期間に
おける新規獲得件事業所の小規模化と解約件数増加により売上高については予想を若干下回る結果になり
ました。 
  
以上のような活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,014億66百万円（前年同期比1.1％

増）になり、営業利益は66億39百万円（前年同期比1.5％増）、経常利益67億17百万円（前年同期比0.2％
増）、四半期純利益は36億66百万円（前年同期比3.6％増）となりました。  
  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は903億84百万円となり、前連結会計年度末と比
べ、19億17百万円の増加となりました。主な内訳は、現金及び預金の残高が339億83百万円となり、前連
結会計年度末と比べ、37億9百万円増加し、受取手形及び売掛金の残高が220億92百万円と前連結会計年度
末と比べ、4億77百万円減少したことや有価証券の償還10億円により流動資産が607億61百万円と前連結会
計年度末に比べ、23億27百万円増加しました。また、固定資産の残高は296億22百万円となり前連結会計
年度末と比べ、4億10百万円の減少となりました。負債の残高は、273億15百万円となり、前連結会計年度
末に比べ、1億82百万円の減少となりました。 
  純資産の残高につきましては、利益剰余金22億34百万円増加により630億68百万円になり、前連結会計
年度末に比べ、21億円の増加となりました。 
  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間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250億72百
万円となり、前連結会計年度末に比べ5億10百万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） 
当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は46億82百万円（前年同期は28

億55百万円の増加）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益67億30百万円、売上債
権の減少額4億77百万円、のれんの償却額3億66百万円、前払年金費用の増加額2億62百万円、法人
税等の支払額26億63百万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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は36億99百万円（前年同期は47
百万円の収入）となりました。これは、主に長期性定期預金の預入による支出40億20百万円及び満
期による収入6億円、保険積立金の積立による支出8億63百万円、投資有価証券の売却及び償還によ
る収入10億34百万円、無形固定資産の取得による支出3億61百万円等によるものであります。  

  

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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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は14億93百万円（前年同期は17
億89百万円の使用）となりました。これは、主に配当金の支払額14億31百万円等によるものであり
ます。    
  

  

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） 
通期の業績につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績結果、売上高は若干計画より下回って

おりますが、今後の当社グループを取巻く経営環境に大幅な変化はないという前提で平成21年５月20日
に発表しました業績予想数値に変更はござません。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

 ①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
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。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 ①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。 

  

（重要な資産の評価基準及び評価方法） 

 ①たな卸資産 

前連結会計年度末より、原材料の評価方法を最終仕入原価法から総平均法に変更したため、前第
２四半期連結会計期間と当第２四半期連結会計期間で原材料の評価方法が異なっております。 
 なお、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間に変更後の評価方法を適用した
場合の損益に与える影響は軽微であります。 
  

（転リース取引） 

前連結会計年度末より、所有権移転外ファイナンス・リース取引の転リース取引について、受取
リース料を売上高に、支払リース料を売上原価に計上する方法から貸手として受け取るリース料総
額と借手として支払うリース料総額の差額を各期に配分する方法に変更したため、前第２四半期連
結会計期間と当第２四半期連結会計期間で会計処理が異っております。 
 なお、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間に変更後の会計処理を適用した
場合の営業利益、経常利益およ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。 

  

（表示方法の変更） 

 ①四半期連結貸借対照表関係 

前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました、無形固定資産の「ソフトウェア仮
勘定」及び投資その他の資産の「前払年金費用」については、当第２四半期連結会計期間におい
て、金額的重要性が乏しくなったため、いずれも「その他」に含めて表示しております。  
 なお、当第２四半期連結会計期間の無形固定資産の「その他」に含まれる「ソフトウェア仮勘
定」は32百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる「前払年金費用」は1,124百万円であ

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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ります。  
 また、前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました、流動負債の「支払手形及び
買掛金」については「支払手形」の残高がなくなったため、当第２四半期連結会計期間において、
「買掛金」として表示しております。  
 なお、前第２四半期連結会計期間の流動負債の「支払手形」は20百万円、「買掛金」は10,521百
万円であります。 
     

 ②四半期連結損益計算書関係 

前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「解約負担金」は、
営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとし
ております。 
 なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「解約負担金」は11百万
円であります。 
 前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「解約負担金」は、
営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとし
ております。  
 なお、前第２四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「解約負担金」は11百万
円であります。  
  
前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「投資有価証券評価

損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記するこ
ととしています。 
 なお前第２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は2
百万円であります。 

  

5

日清医療食品株式会社（4315）平成22年３月期　第２四半期決算短信



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 33,983 30,274

受取手形及び売掛金 22,092 22,569

有価証券 300 1,300

原材料及び貯蔵品 1,723 1,619

繰延税金資産 1,923 1,924

その他 808 816

貸倒引当金 △68 △70

流動資産合計 60,761 58,434

固定資産   

有形固定資産 2,903 2,891

無形固定資産   

のれん 4,083 4,449

ソフトウエア 2,025 2,186

その他 350 327

無形固定資産合計 6,459 6,963

投資その他の資産   

投資有価証券 2,441 2,607

長期性定期預金 11,488 12,326

その他 6,585 5,510

貸倒引当金 △255 △266

投資その他の資産合計 20,259 20,177

固定資産合計 29,622 30,032

資産合計 90,384 88,467

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,126 10,151

短期借入金 200 200

未払法人税等 3,209 2,817

賞与引当金 3,470 3,458

役員賞与引当金 18 －

その他 8,529 9,017

流動負債合計 25,554 25,645

固定負債   

退職給付引当金 1,009 1,086

役員退職慰労引当金 103 104

その他 647 660

固定負債合計 1,760 1,852

負債合計 27,315 27,498
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,971 3,971

資本剰余金 4,463 4,463

利益剰余金 55,186 52,952

自己株式 △83 △83

株主資本合計 63,537 61,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △468 △334

評価・換算差額等合計 △468 △334

純資産合計 63,068 60,968

負債純資産合計 90,384 88,467
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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 100,401 101,466

売上原価 82,954 83,388

売上総利益 17,447 18,078

販売費及び一般管理費   

運送費 2,256 2,418

役員報酬 283 296

給料及び手当 2,686 2,822

賞与引当金繰入額 774 812

役員賞与引当金繰入額 17 18

退職給付費用 78 99

役員退職慰労引当金繰入額 17 5

租税公課 203 223

減価償却費 125 286

のれん償却額 557 366

その他 3,904 4,087

販売費及び一般管理費合計 10,905 11,438

営業利益 6,542 6,639

営業外収益   

受取利息 118 102

受取配当金 2 2

デリバティブ評価益 46 －

その他 61 55

営業外収益合計 228 160

営業外費用   

支払利息 1 1

貸倒引当金繰入額 － 11

デリバティブ評価損 － 38

投資有価証券評価損 36 0

解約負担金 － 24

その他 27 5

営業外費用合計 65 82

経常利益 6,705 6,717

特別利益   

貸倒引当金戻入額 76 21

固定資産売却益 7 0

リース資産減損勘定取崩益 － 18

その他 － 1

特別利益合計 84 42
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（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） 

特別損失   

固定資産除却損 2 2

減損損失 102 19

その他 2 7

特別損失合計 106 29

税金等調整前四半期純利益 6,683 6,730

法人税等 3,143 3,063

四半期純利益 3,539 3,666
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  【第２四半期連結会計期間】 
（単位：百万円）

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

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

売上高 50,286 50,534

売上原価 41,632 41,562

売上総利益 8,653 8,971

販売費及び一般管理費   

運送費 1,142 1,208

役員報酬 146 149

給料及び手当 1,345 1,410

賞与引当金繰入額 374 412

役員賞与引当金繰入額 6 9

退職給付費用 39 50

役員退職慰労引当金繰入額 3 3

租税公課 95 108

減価償却費 66 144

のれん償却額 361 183

その他 1,975 2,029

販売費及び一般管理費合計 5,557 5,709

営業利益 3,096 3,261

営業外収益   

受取利息 61 49

受取配当金 1 1

デリバティブ評価益 7 －

その他 27 27

営業外収益合計 97 78

営業外費用   

支払利息 1 0

貸倒引当金繰入額 － 0

デリバティブ評価損 － 26

投資有価証券評価損 36 0

解約負担金 － 24

その他 26 3

営業外費用合計 63 56

経常利益 3,129 3,283

特別利益   

貸倒引当金戻入額 21 4

固定資産売却益 4 0

リース資産減損勘定取崩益 － 11

特別利益合計 26 16
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（単位：百万円）

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

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

特別損失   

固定資産除却損 1 1

減損損失 15 －

投資有価証券評価損 － 0

その他 2 0

特別損失合計 19 2

税金等調整前四半期純利益 3,136 3,297

法人税等 1,521 1,502

四半期純利益 1,615 1,795
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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 6,683 6,730

減価償却費 209 354

減損損失 102 19

のれん償却額 557 366

デリバティブ評価損益（△は益） △46 38

貸倒引当金の増減額（△は減少） △75 △12

投資有価証券評価損益（△は益） 38 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 212 12

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 18

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66 △77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △319 △1

受取利息及び受取配当金 △120 △104

支払利息 1 1

有形固定資産除却損 2 2

有形固定資産売却損益（△は益） △7 △0

投資有価証券売却損益（△は益） － 5

売上債権の増減額（△は増加） △643 477

たな卸資産の増減額（△は増加） 6 △103

仕入債務の増減額（△は減少） 357 △25

未払金の増減額（△は減少） △507 △174

長期未払金の増減額（△は減少） 64 19

未払消費税等の増減額（△は減少） △33 △99

前払年金費用の増減額（△は増加） △279 △262

その他 △164 90

小計 5,944 7,277

利息及び配当金の受取額 109 70

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △3,195 △2,663

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,855 4,682
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（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） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20 △4,020

定期預金の払戻による収入 － 600

有形固定資産の取得による支出 △22 △135

有形固定資産の売却による収入 8 4

無形固定資産の取得による支出 △748 △361

投資有価証券の取得による支出 △2 △102

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,000 1,034

長期貸付金の回収による収入 25 22

保険積立金の積立による支出 － △863

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△188 －

その他 △4 121

投資活動によるキャッシュ・フロー 47 △3,699

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △62

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △1,789 △1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,789 △1,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,114 △510

現金及び現金同等物の期首残高 27,459 25,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,573 25,072
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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) 

給食事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、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、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)  

給食事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、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、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) 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、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)  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

【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) 

 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)  

 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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