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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） 

 

(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3四半期 159,734 △14.9 8,410 15.8 8,018 25.4 4,468 37.3
21年3月期第3四半期 187,792 ― 7,260 ― 6,394 ― 3,255 ―

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 25.48 ―
21年3月期第3四半期 18.26 ―

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3四半期 148,257 53,730 34.6 301.31
21年3月期 143,637 49,783 34.3 280.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  51,338百万円 21年3月期  49,310百万円

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  
平成21年3月期の配当の内訳 普通配当 6円00銭 特別配当 1円00銭 

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 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 6.00

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  有  
株式数の変動により1株当たり当期純利益のみを変更しております。 

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 209,000 △13.1 9,400 10.7 8,500 16.0 3,900 46.1 22.24
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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 
 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、
記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 
 なお、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 有

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 180,649,898株 21年3月期  180,649,898株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  10,266,079株 21年3月期  4,625,878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 175,356,878株 21年3月期第3四半期 178,226,526株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、景気に持ち直しの動きが見られるものの、物価の下

落が続きデフレ状態にあることが認定されるなど、依然として先行き不透明な状況となりました。 

 食品業界におきましても、穀物原料価格の先行きが不透明な中で、低価格志向の影響を受け、厳しい経

営環境が続いております。 

 このような状況の中、当グループは昨年４月より「中期経営計画09－11」をスタートし、５つの基本戦

略「①財務体質の強化」「②成長分野への注力」「③基盤事業の再成長」「④グループシナジーの追求」

「⑤ＣＳＲ経営の推進」を掲げ、当グループのさらなる発展に向けた施策を推進しております。 

 近年の穀物相場の乱高下や消費低迷に対しては、企業体質を強化すべく、全社的なコスト削減を徹底す

るとともに、天ぷら粉を始めとしたプレミックスなど付加価値を追求した製品の拡販に努めてまいりまし

た。 

 これらの結果、穀物相場が前期に比べ低位に推移した影響により、連結売上高は159,734百万円と前年

同期に比べ28,058百万円（14.9％）の減収となりました。一方、利益面では内食回帰のトレンドにより家

庭用プレミックス及び家庭用食用油の販売が伸張したことや、生産・販売効率の改善による全社的なコス

ト削減に努めた結果、営業利益は8,410百万円と前年同期に比べ1,150百万円（15.8％）の増益、経常利益

は8,018百万円と前年同期に比べ1,624百万円（25.4％）の増益、四半期純利益も4,468百万円と前年同期

に比べ1,213百万円（37.3％）の増益となりました。  

  

  

①食品事業  

 食品事業の売上高は、穀物相場の影響により販売価格が前年同期を下回ったことなどにより、114,081

百万円と前年同期に比べ18,484百万円（13.9％）の減収となりました。利益面では、内食回帰のトレンド

により家庭用プレミックス及び家庭用食用油の販売が伸張したことや油脂副産物市況が堅調に推移したこ

と、生産・販売効率の改善による全社的なコスト削減に努めたことなどにより、営業利益は6,629百万円

と前年同期に比べ12百万円（0.2％）の増益となりました。  

②飼料事業  

 飼料事業の売上高は、配合飼料で販売数量が前年同期を上回りましたが、穀物相場の影響により販売価

格が前年同期を下回ったことなどにより、41,488百万円と前年同期に比べ9,452百万円（18.6％）の減収

となりました。利益面では、配合飼料の販売数量が増加したほかに、適正価格での販売に努めたことなど

により、営業利益は653百万円と前年同期に比べ1,069百万円の増益となりました。  

③倉庫事業  

 倉庫事業は、穀物サイロ関連の保管積数が前年同期を下回ったことなどにより、売上高は2,599百万円

と前年同期に比べ81百万円（3.0％）の減収となり、営業利益も1,139百万円と前年同期に比べ32百万円

（2.7％）の減益となりました。  

④その他事業  

 その他事業は、不動産関連で不動産賃料収入の確保に努めましたが、売上高は1,565百万円と前年同期

に比べ39百万円（2.4％）の減収となりました。一方、営業利益は賃貸設備のメンテナンスコストの減少

などにより1,059百万円と71百万円（7.3％）の増益となりました。 

  

総資産は、148,257百万円と前連結会計年度末と比較して4,620百万円増加しました。主な増加要因は、

第３四半期末日が金融機関の休日であることから売掛債権で4,451百万円増加したことや、連結子会社の

増加に伴い有形固定資産が2,460百万円増加したことであります。一方、主な減少要因はたな卸資産で穀

物相場が低位に推移した影響などにより3,171百万円減少したことであります。 

 負債は、94,527百万円と前連結会計年度末と比較して672百万円増加しております。主な増加要因は、

第３四半期末日が金融機関の休日であることから買掛債務が1,808百万円増加したことであります。一

方、主な減少要因は有利子負債が1,603百万円減少したことであります。 

【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

セグメント別の概況

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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純資産は、53,730百万円と前連結会計年度末と比較して3,947百万円増加しました。主な増加要因は、

四半期純利益4,468百万円の計上や、その他有価証券評価差額金の期末時価評価洗い替えによる396百万円

の増加、連結子会社の増加に伴う影響などによる少数株主持分1,919百万円の増加であります。一方、減

少要因は、期末配当金の支払による1,232百万円の減少や自己株式の取得による1,618百万円の減少であり

ます。  

  

（連結キャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,540

百万円、減価償却費5,244百万円等による資金の増加があったため、法人税等4,258百万円の支払等があり

ましたが、合計では13,596百万円の収入となり、前年同期に比べ12,348百万円増加しました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得で1,800百万円、

有形固定資産の取得で3,844百万円の資金を使用した結果、合計では5,818百万円の支出となり、前年同期

に比べ2,314百万円支出が増加しました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー7,777百万

円等を原資として、借入金の返済、自己株式の取得による支出1,618百万円、配当金1,232百万円の支払等

を行った結果、7,723百万円の支出となり、前年同期に比べ10,391百万円減少しました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は5,151百万円となり、前連結

会計年度末に比べ54百万円の増加となりました。  

  

第４四半期以降も為替や穀物の相場動向など、当グループを取り巻く経営環境は不透明な状況が続くも

のと予想されますが、平成21年10月19日に公表した平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31

日）の連結業績予想につきまして変更はありません。  

  
  

該当事項はありません。 

  

1. 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 

 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場合に、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。 

  

1. 表示方法の変更 

（連結貸借対照表） 

 のれん及び負ののれんについては、前第３四半期連結会計期間において両者を相殺した差額を

「負ののれん」として表示しておりましたが、のれんについて金額的重要性が増したため、当第３

四半期連結会計期間から「のれん」（前第３四半期連結会計期間13百万円）として独立掲記してお

ります。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,453 5,100

受取手形及び売掛金 37,001 32,549

有価証券 0 0

商品及び製品 7,546 7,822

仕掛品 1,274 1,533

原材料及び貯蔵品 7,553 10,190

その他 2,200 2,666

貸倒引当金 △369 △382

流動資産合計 60,661 59,480

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,598 31,169

機械装置及び運搬具（純額） 17,584 17,527

土地 19,439 17,496

その他（純額） 1,479 1,447

有形固定資産合計 70,101 67,640

無形固定資産   

のれん 275 －

その他 525 422

無形固定資産合計 801 422

投資その他の資産   

投資有価証券 12,919 11,855

その他 4,539 5,044

貸倒引当金 △765 △805

投資その他の資産合計 16,693 16,094

固定資産合計 87,596 84,157

資産合計 148,257 143,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,171 13,363

短期借入金 25,176 32,851

コマーシャル・ペーパー 4,500 －

1年内償還予定の社債 470 －

未払法人税等 1,725 2,615

賞与引当金 554 999

その他 12,494 10,907

流動負債合計 60,093 60,737
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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) 

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) 

固定負債   

社債 740 －

長期借入金 20,244 19,882

退職給付引当金 6,235 6,016

役員退職慰労引当金 359 251

債務保証損失引当金 33 －

負ののれん 146 174

その他 6,676 6,791

固定負債合計 34,434 33,117

負債合計 94,527 93,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,778 12,778

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 30,793 27,556

自己株式 △2,863 △1,244

株主資本合計 49,715 48,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,544 1,148

繰延ヘッジ損益 78 64

評価・換算差額等合計 1,623 1,213

少数株主持分 2,391 472

純資産合計 53,730 49,783

負債純資産合計 148,257 143,637
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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）

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

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 187,792 159,734

売上原価 159,119 130,180

売上総利益 28,673 29,553

販売費及び一般管理費 21,413 21,143

営業利益 7,260 8,410

営業外収益   

受取利息 18 18

受取配当金 229 178

為替差益 245 195

負ののれん償却額 69 61

持分法による投資利益 － 55

その他 397 319

営業外収益合計 960 829

営業外費用   

支払利息 524 495

コマーシャル・ペーパー利息 101 2

退職給付費用 529 529

持分法による投資損失 422 －

その他 248 194

営業外費用合計 1,826 1,221

経常利益 6,394 8,018

特別利益   

固定資産売却益 25 －

子会社清算益 － 44

貸倒引当金戻入額 29 29

債務保証損失引当金戻入額 39 －

特別利益合計 94 74

特別損失   

固定資産廃棄損 150 234

減損損失 521 272

港湾岸壁浚渫費用 － 36

投資有価証券評価損 111 －

その他 2 8

特別損失合計 785 552

税金等調整前四半期純利益 5,702 7,540

法人税、住民税及び事業税 2,862 2,974

法人税等調整額 △412 17

法人税等合計 2,450 2,991

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 79

四半期純利益 3,255 4,468
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 5,702 7,540

減価償却費 5,178 5,244

減損損失 521 272

売上債権の増減額（△は増加） △12,704 △1,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △909 4,331

仕入債務の増減額（△は減少） 2,810 1,138

その他 2,639 1,105

小計 3,237 18,133

利息及び配当金の受取額 275 248

利息の支払額 △550 △527

法人税等の支払額 △1,715 △4,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,247 13,596

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 △1 △1

定期預金の払戻による収入 － 2

投資有価証券の取得による支出 △764 △13

投資有価証券の売却及び償還による収入 508 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,800

有形固定資産の取得による支出 △3,569 △3,844

有形固定資産の売却による収入 475 6

有形固定資産の除却による支出 △56 △115

投融資による支出 △301 △310

投融資の回収による収入 205 258

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,504 △5,818

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

5,100 △4,500

長期借入れによる収入 1,000 2,000

長期借入金の返済による支出 △2,052 △2,349

リース債務の返済による支出 △15 △22

配当金の支払額 △1,074 △1,232

少数株主への配当金の支払額 △0 －

自己株式の取得による支出 △288 △1,618

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,668 △7,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411 54

現金及び現金同等物の期首残高 3,538 5,097

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,949 5,151
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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） 

該当事項はありません。 

  

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

 
  

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） 

 

(注)  １  事業区分は、売上集計区分によっております。  

      ２  各事業の主な製品 
(1) 食品事業……………小麦粉、ミックス、パスタ、植物油、脱脂大豆、 
                      コーンスターチ、糖化製品、冷凍食品等 
(2) 飼料事業……………配合飼料、単味飼料、鶏卵他畜産物等 
(3) 倉庫事業……………倉庫業(荷役・保管等) 
(4) その他事業…………事業用・商業用ビル等賃貸、保険代理業、自動車等リース業等 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前第３四半期連結
累計期間971百万円、当第３四半期連結累計期間961百万円であり、その主なものは、企業集
団の広告に要した費用、基礎的研究開発費であります。 

４  会計処理の方法の変更 
前第３四半期連結累計期間 
（棚卸資産の評価に関する会計基準） 
「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」に記載のとお
り、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員
会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来
の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用は、食品事業が223百万
円、飼料事業が９百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

(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】

食品事業 

(百万円)

飼料事業 

(百万円)

倉庫事業

(百万円)

その他事業

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

    売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

132,566 50,940 2,681 1,604 187,792 ― 187,792

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

2,530 15 853 1,238 4,637 (4,637) ―

計 135,096 50,956 3,534 2,842 192,429 (4,637) 187,792

営業費用 128,479 51,372 2,363 1,854 184,070 (3,537) 180,532

営業利益又は営業損失（△） 6,616 △416 1,171 987 8,359 (1,099) 7,260

食品事業 

(百万円)

飼料事業 

(百万円)

倉庫事業

(百万円)

その他事業

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

    売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

114,081 41,488 2,599 1,565 159,734 ― 159,734

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

1,699 9 895 1,220 3,824 (3,824) ―

計 115,780 41,498 3,494 2,785 163,559 (3,824) 159,734

営業費用 109,151 40,844 2,355 1,726 154,078 (2,754) 151,324

営業利益 6,629 653 1,139 1,059 9,481 (1,070) 8,410
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５  追加情報  
前第３四半期連結累計期間 
「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（追加情報）」
に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法
に基づく減価償却方法を適用しております。  
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業費用は、食
品事業が278百万円、飼料事業が０百万円、倉庫事業が１百万円、その他事業が０百万円それ
ぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。  

  

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

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載を省略しております。 

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） 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載を省略しております。 

  

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

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

  

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） 

 
※当社は、当第３四半期連結会計期間において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式を1,611百万円（5,615,000株）取得しております。 

  

【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

資本金 

(百万円)
資本剰余金
(百万円)

利益剰余金
(百万円)

自己株式 

(百万円)

株主資本合計 

(百万円)

前連結会計年度末残高 12,778 9,007 27,556 △1,244 48,097

当第３四半期連結会計期間末までの変動額

  剰余金の配当 △1,232 △1,232

  四半期純利益 4,468 4,468

  自己株式の取得※ △1,618 △1,618

当第３四半期連結会計期間末までの変動額合計 3,236 △1,618 1,617

当第３四半期連結会計期間末残高 12,778 9,007 30,793 △2,863 49,715
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