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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注）当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については、記載し
ておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については、記載しておりません。 
 

(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3四半期 12,559 ― 1,285 ― 1,286 ― 732 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 75.83 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 12,281 5,687 46.3 588.52
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,681百万円 21年3月期  ―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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 8.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 16.00

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  
（注）連結業績予想につきましては、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期の増減率については
記載しておりません。 

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 16,000 ― 1,155 ― 1,155 ― 564 ― 58.41
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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） 

(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。 

(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．当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率につい
ては、記載しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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3四半期 9,868,800株 21年3月期  9,868,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  214,172株 21年3月期  210,294株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 9,655,914株 21年3月期第3四半期 9,747,614株
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当第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31日）のわが国経済は、世界的な景気後退
を背景に企業収益減少に伴う雇用情勢、所得環境が悪化し、景気対策などにより一部持ち直しの兆しがみ
られたものの、個人消費が低迷する先行き不透明な状況がつづいております。 
また、食品業界では節約志向の高まりから内食回帰の傾向は依然として強く、さらに低価格化が一層進

むなど厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況のなか、当社は、消費者ニーズを汲み取り、豊かな食生活の実現を目指し高い品質と利

便性を持った製品提供や当社の持つチャネルを最大限に活かした魅力あるメニュー提案を積極的に行うな
ど需要創造に注力いたしました。 
製品別では、値ごろ感のある価格設定の製品を中心とした拡大に努めてまいりました。豊富なバリエー

ションで値ごろ感のある専用調味料「ぱぱっと逸品シリーズ」が堅調に推移するとともに、新フレーバー
として「白みそ仕立て チーズ鍋スープ」を発売し、鍋スープ市場における新規需要の獲得を図ったこと
や10月より実施いたしました「鍋スマイルキャンペーン」を活用した販促提案によって、売場での重点販
売と更なる購入客層の拡大に注力し、露出度が高まり需要拡大につながり売上高の伸長に寄与いたしまし
た。 
以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は125億59百万円となりました。利益につきまし

ては、主原料の購買面も安定的に推移したことや生産の効率化や経費の削減に努めた事などにより、営業
利益は12億85百万円、経常利益は12億86百万円となりました。四半期純利益につきましては7億32百万円
となりました。 

  

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、122億81百万円となりました。固定資産が総資産の49.0％を
占め、流動資産は総資産の50.9％を占め、繰延資産は総資産の0.1％を占めております。  
負債は、65億94百万円となりました。流動負債が負債合計の70.6％を占め、固定負債は負債合計の

29.4％を占めております。 
純資産は、56億87百万円となりました。これの負債・純資産合計に占める比率は、46.3％でありま

す。 
  

当第3四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）は、16億88百万円
となりました。    
営業活動による資金の増加額は、2億86百万円となりました。税金等調整前四半期純利益12億86百万

円を計上しましたが、売上の増加に伴う売上債権の増加や棚卸資産の増加並びに前期決算にかかる法人
税等の確定納付額が大きく影響したことによるものであります。 
投資活動による資金の減少額は、設備投資に伴う有形固定資産の取得等により、4億9百万円となりま

した。 
財務活動による資金の増加額は、設備投資等に対応した長期借入金8億円の借入れを実施し、社債の

償還や、他の財務的支出をカバーし、3億72百万円となりました。 
  

最近の業績動向を踏まえ、平成21年11月4日に公表しました平成22年3月期の連結業績予想を修正しまし
た。詳細につきましては、平成22年1月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ
い。 

【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

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

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株あたり
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 ）

15,670 820 820 355 36.76

 今 回 修 正 予 想 
（ B ）

16,000 1,155 1,155 564 58.41

 増 減 額 （ B － A ） 330 335 335 209 ―

 増 減 率 （  ％  ） 2.1 40.9 40.9 58.9 ―
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該当事項はありません。 
  

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。 
  

固定費的な要素が大きいもの、又は重要性の乏しいものについては、合理的な算定方法による概算額
で計上する方法等によっております。 
  

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解
消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰延べる方法を採用しております。
   

当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する方法を採用しております。 
  

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

 簡便な会計処理

①固定資産の減価償却費の算定方法

②経過勘定項目の算定方法

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

①原価差異の繰延処理

②税金費用の計算

(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

 該当事項はありません。
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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３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,688 

受取手形及び売掛金 3,418 

商品及び製品 624 

原材料 249 

その他 389 

貸倒引当金 △115 

流動資産合計 6,254 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 1,751 

土地 2,243 

リース資産（純額） 695 

その他（純額） 477 

有形固定資産合計 5,167 

無形固定資産 33 

投資その他の資産  

投資その他の資産 818 

貸倒引当金 △4 

投資その他の資産合計 813 

固定資産合計 6,014 

繰延資産 12 

資産合計 12,281 

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,656 

短期借入金 758 

未払金 1,137 

未払法人税等 373 

賞与引当金 218 

役員賞与引当金 17 

その他 496 

流動負債合計 4,658 

固定負債  

長期借入金 637 

退職給付引当金 306 

役員退職慰労引当金 462 

その他 529 

固定負債合計 1,936 

負債合計 6,594 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 870 

資本剰余金 379 

利益剰余金 4,538 

自己株式 △113 

株主資本合計 5,676 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 5 

評価・換算差額等合計 5 

少数株主持分 5 

純資産合計 5,687 

負債純資産合計 12,281 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,559 

売上原価 6,282 

売上総利益 6,277 

販売費及び一般管理費 4,991 

営業利益 1,285 

営業外収益 33 

営業外費用 32 

経常利益 1,286 

特別損失 0 

税金等調整前四半期純利益 1,286 

法人税、住民税及び事業税 557 

少数株主損失（△） △2 

四半期純利益 732 
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,201 

売上原価 2,564 

売上総利益 2,636 

販売費及び一般管理費 1,797 

営業利益 839 

営業外収益 9 

営業外費用 11 

経常利益 837 

特別損失 0 

税金等調整前四半期純利益 837 

法人税、住民税及び事業税 351 

少数株主損失（△） △0 

四半期純利益 487 
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31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 1,286 

減価償却費 437 

賞与引当金の増減額（△は減少） △174 

売上債権の増減額（△は増加） △1,668 

たな卸資産の増減額（△は増加） △224 

仕入債務の増減額（△は減少） 542 

その他 473 

小計 672 

法人税等の支払額 △366 

その他の支出 △18 

営業活動によるキャッシュ・フロー 286 

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 △404 

投資有価証券の取得による支出 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △409 

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） 400 

長期借入れによる収入 800 

長期借入金の返済による支出 △115 

社債の償還による支出 △300 

リース債務の返済による支出 △255 

自己株式の取得による支出 △1 

配当金の支払額 △154 

財務活動によるキャッシュ・フロー 372 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250 

現金及び現金同等物の期首残高 1,438 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,688 
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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〕 

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日）及び当第3四半期連結累計期間

（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める食品事業の割合が、いずれも90％を超え
ているため、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〕 

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日）及び当第3四半期連結累計期間

（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日） 

本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 
  

〔海外売上高〕 

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日）及び当第3四半期連結累計期間

（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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。 
  

  

 当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の財務諸表につきま
しては、記載しておりません。

(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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前事業年度末、前第3四半期累計期間及び前第3四半期会計期間に係る財務諸表 

(1)貸借対照表 
                                         （単位：百万円）       

「参考資料」

科目
前事業年度末

(平成21年3月31日)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 1,422

   受取手形 67

   売掛金 1,681

   商品及び製品 432

   原材料 216

   前払費用 36

   繰延税金資産 252

   その他 38

   貸倒引当金 △ 55

  流動資産合計 4,092

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    建物 3,534

     減価償却累計額 2,007

     建物(純額) 1,526

    構築物 327

     減価償却累計額 155

     構築物(純額) 172

    機械及び装置 847

     減価償却累計額 626

     機械及び装置(純額) 220

    車両運搬具 9

     減価償却累計額 7

     車両運搬具(純額) 1

    工具、器具及び備品 78

     減価償却累計額 63

     工具、器具及び備品(純額) 14

    土地 2,243

    リース資産 1,028

     減価償却累計額 313

     リース資産(純額) 714

    有形固定資産合計 4,895

   無形固定資産

    リース資産 21

    その他 1

    無形固定資産合計 23

   投資その他の資産

    投資有価証券 80

    関係会社株式 70

    長期前払費用 7

    長期預り敷金保証金 277

    繰延税金資産 363

    その他 73

    貸倒引当金 △ 5

    投資その他の資産合計 867

   固定資産合計 5,786

 資産合計 9,878
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                                         （単位：百万円） 

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  

科目
前事業年度末

(平成21年3月31日)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

   買掛金 1,113

   短期借入金 150

   １年内返済予定の長期借入金 87

   １年内償還予定の社債 300

   リース債務 306

   未払金 759

   未払費用 134

   未払法人税等 183

   未払消費税等 44

   預り金 15

   賞与引当金 392

   役員賞与引当金 18

   流動負債合計 3,505

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 73

   リース債務 442

   退職給付引当金 271

   役員退職慰労引当金 425

   その他 43

   固定負債合計 1,257

  負債合計 4,762

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

   資本金 870

   資本剰余金

    資本準備金 379

    資本剰余金合計 379

   利益剰余金

    利益準備金 90

    その他利益剰余金

     別途積立金 3,550

     繰越利益剰余金 332

    利益剰余金合計 3,972

   自己株式 △ 111

   株主資本合計 5,111

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 4

   評価・換算差額等合計 4

  純資産合計 5,115

 負債純資産合計 9,878

㈱ダイショー　（2816）　平成22年3月期　第3四半期決算短信

- 12 -



(2)四半期損益計算書 

   第３四半期累計期間 

                                         （単位：百万円）       

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  
  

   第３四半期会計期間 

                                         （単位：百万円）       

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 
  

科目
前第3四半期累計期間
(自 平成20年 4月 1日   
  至 平成20年12月31日)

Ⅰ 売上高 11,493

Ⅱ 売上原価 5,812

   売上総利益 5,680

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,810

   営業利益 870

Ⅳ 営業外収益 28

Ⅴ 営業外費用 29

   経常利益 869

Ⅵ 特別損失 0

   税引前四半期純利益 868

  法人税、住民税及び事業税 376

   四半期純利益 492

科目
前第3四半期会計期間
 (自 平成20年10月 1日  
   至 平成20年12月31日)

Ⅰ 売上高 4,771

Ⅱ 売上原価 2,229

   売上総利益 2,541

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,776

   営業利益 765

Ⅳ 営業外収益 9

Ⅴ 営業外費用 9

   経常利益 765

Ⅵ 特別損失 0

   税引前四半期純利益 764

  法人税、住民税及び事業税 321

   四半期純利益 443

㈱ダイショー　（2816）　平成22年3月期　第3四半期決算短信

- 13 -



(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

                                       （単位：百万円）   

 
(注)当社は、当第1四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、個別財務諸表を 

   参考資料として記載しております。 

  

科目
前第3四半期累計期間
(自 平成20年 4月 1日 
  至 平成20年12月31日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 868

   減価償却費 189

   貸倒引当金の増減額（△は減少） 12

   売上債権の増減額（△は増加） △ 1,468

   たな卸資産の増減額（△は増加） △ 95

   仕入債務の増減額（△は減少） 307

   その他 154

   小計 △ 32

   法人税等の支払額 △ 398

   その他の支出 △ 6

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 437

Ⅱ 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 △ 33

   その他 5

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 27

Ⅲ 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） 950

   その他 △ 429

   財務活動によるキャッシュ・フロー 520

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,417

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,472
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