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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 35,504 4.8 6,691 5.0 6,568 9.3 3,615 11.9
21年3月期第3四半期 33,864 ― 6,375 ― 6,010 ― 3,231 ―

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 109.47 ―

21年3月期第3四半期 97.86 ―

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 62,336 41,482 66.5 1,256.17
21年3月期 58,432 39,714 68.0 1,202.58

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  41,482百万円 21年3月期  39,714百万円

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 ― 10.00 ― 42.00 52.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

42.00 52.00

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 47,000 3.3 8,650 △0.1 8,650 0.3 5,150 7.5 157.38



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  無  

(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 

上記の予想は、当社が本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は予想数値と異なる可能性があり
ます。なお、業績に関する事項は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 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 33,359,040株 21年3月期  33,359,040株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  335,779株 21年3月期  335,046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 33,023,645株 21年3月期第3四半期 33,018,158株



業績の状況 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な経済の低迷が続く中、緊急経済対策等の効果もあり、大幅な

減少を続けている企業収益も、その後、下げ止まりの兆しが見えてきております。また原材料価格や石油価格等が落

ち着きを取り戻したこともあり、一部輸出の回復や設備投資の下げ止まりが見られつつあります。 

企業業績の不振や雇用・所得環境の悪化による個人消費の減少が続いている中、低価格化を推し進める企業が相次

いだことにより、企業間競争はその激しさを増し、デフレ下において依然として厳しい状況となっております。この

ような環境の中、きのこ業界におきましては、長引く景気の低迷からくる節約志向と新型インフルエンザの影響もあ

り内食傾向が引き続き、底堅く推移いたしました。 

このような環境におきまして、当社は「きのこで創る健康食文化」を企業理念とし、消費者の皆様に安心して食べ

ていただけることを第一に、事業活動を行ってまいりました。また、きのこ総合研究所の研究設備の増設が完了し、

より一層消費者のニーズにお応えできるきのこをご提供できるよう研究開発に注力してまいります。中核のきのこ事

業におきましては、海外（米国・台湾）の生産開始や佐久きのこセンターの稼働により、生産量、販売量が増加し、

売上高や経常利益も前年同期を上回る状況となりました。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は355億４百万円（前年同四半期比4.8％増）、営業利益66億91百

万円（同5.0％増）、経常利益65億68百万円（同9.3％増）、四半期純利益36億15百万円（同11.9％増）となりまし

た。 

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

［きのこ事業］ 

  きのこ事業におきましては、生産の拡大と品質の向上、販売の強化を中心に業績の拡大に努めてまいりました。生

産部門におきましては、海外展開として米国カリフォルニア州の工場に加えて、当期４月からは台湾の工場がブナシ

メジの出荷を開始し、また国内においても、当期９月より佐久の工場にてブナシメジの生産が開始されました。これ

らの稼動により当第３四半期連結累計期間の生産量は、ブナピーを含めブナシメジが28,787ｔ、エリンギ11,940ｔ、

マイタケ7,947ｔとなりました。販売部門におきましては、初夏に発生しました葉物野菜を中心とした野菜価格の低

迷や時勢の消費環境の不安定さなどもあり一部厳しい状況でありましたが、内食傾向の継続や天候要因、生産量の増

加などにより全般的に順調な販売量を確保し、売上高は前年を上回る状況で推移いたしました。 

  以上の結果、きのこ事業全体の売上高は304億18百万円（同3.2％増）となりました。 

  

 ［化成品事業］ 

  化成品事業におきましては、原油価格や原材料価格の安定が見られましたが、販売単価が伸び悩むなど依然として

厳しい販売環境となっております。そのような中、包装資材部門を中心として新規開拓の強化や既存取引先へのきめ

細やかな営業活動を行った結果、売上高は計画を上回る状況で推移しております。 

  以上の結果、化成品事業全体の売上高は50億86百万円（同16.0％増）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



  当第３四半期連結累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30億40百万円となり、前連

結会計年度末より７億40百万円増加いたしました。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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動により増加した資金は33億94百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益65億68百万円

と減価償却費23億34百万円による増加と法人税等の支払35億８百万円による減少であります。 

  また、前年同四半期連結累計期間と比べ47百万円の収入の減少となりました。これは主に税金等調整前四半期純利

益10億23百万円の増加と投資有価証券評価損４億46百万円および法人税等の支払６億24百万円の減少によるものであ

ります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動により減少した資金は34億２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出34億70百

万円による減少であります。                                                                              

  また、前年同四半期連結累計期間と比べ18億57百万円の支出の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出19億94百万円の減少によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動により増加した資金は７億64百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入70億円の増加と、

短期借入金の返済による支出47億７百万円、配当金の支払17億16百万円による減少であります。 

  また、前年同四半期連結累計期間と比べ１億49百万円の支出の増加となっております。これは主に短期借入れによ

る収入10億円の増加と短期借入金の返済による支出12億７百万円の増加によるものであります。 

  

  

 通期の業績予想につきましては、世界的な経済情勢から当面の国内景気も回復感に乏しい状況で推移しており、個

人消費の回復も先送りとなる可能性があること、きのこ市場は暖冬などの天候要因や市場環境に影響されるなど通期

の見通しに対し不透明な要因もあることから、平成21年５月19日公表の通期業績予想数値を据え置くことといたしま

した。  

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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 3,209 2,742

受取手形及び売掛金 4,517 2,522

商品及び製品 793 686

仕掛品 2,513 2,385

原材料及び貯蔵品 374 396

繰延税金資産 358 577

その他 426 302

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 12,188 9,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 38,640 36,518

減価償却累計額 △13,252 △12,289

建物及び構築物（純額） 25,387 24,229

機械装置及び運搬具 16,290 13,148

減価償却累計額 △8,463 △7,185

機械装置及び運搬具（純額） 7,827 5,962

土地 11,358 10,653

建設仮勘定 310 2,916

その他 1,296 1,177

減価償却累計額 △891 △828

その他（純額） 404 348

有形固定資産合計 45,287 44,111

無形固定資産 199 137

投資その他の資産   

その他 4,806 4,727

貸倒引当金 △145 △154

投資その他の資産合計 4,660 4,573

固定資産合計 50,148 48,821

資産合計 62,336 58,432



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,000 3,693

短期借入金 10,500 8,000

未払法人税等 2,393 3,193

賞与引当金 353 734

その他 3,351 3,001

流動負債合計 20,598 18,623

固定負債   

引当金 11 －

その他 243 94

固定負債合計 254 94

負債合計 20,853 18,718

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,692 5,692

利益剰余金 31,495 29,597

自己株式 △714 △713

株主資本合計 41,973 40,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76 △51

為替換算調整勘定 △413 △310

評価・換算差額等合計 △490 △362

純資産合計 41,482 39,714

負債純資産合計 62,336 58,432



（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 33,864 35,504

売上原価 20,827 21,800

売上総利益 13,037 13,704

販売費及び一般管理費   

販売手数料 2,096 2,347

運搬費 2,006 1,982

賞与引当金繰入額 57 59

その他 2,500 2,624

販売費及び一般管理費合計 6,662 7,012

営業利益 6,375 6,691

営業外収益   

受取地代家賃 87 95

助成金収入 135 190

その他 80 76

営業外収益合計 303 363

営業外費用   

支払利息 95 58

有価証券売却損 38 －

為替差損 521 384

その他 12 44

営業外費用合計 668 486

経常利益 6,010 6,568

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8

受取保険金 19 －

投資有価証券売却益 － 3

その他 0 0

特別利益合計 19 12

特別損失   

固定資産除却損 － 11

投資有価証券評価損 446 －

災害による損失 35 －

その他 1 0

特別損失合計 484 11

税金等調整前四半期純利益 5,545 6,568

法人税、住民税及び事業税 2,379 2,700

法人税等調整額 △65 253

法人税等合計 2,314 2,953

四半期純利益 3,231 3,615



（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 5,545 6,568

減価償却費 1,582 2,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △261 △383

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 11

前払年金費用の増減額（△は増加） △28 42

受取利息及び受取配当金 △66 △53

支払利息 95 58

為替差損益（△は益） 338 373

損害賠償損失 35 －

投資事業組合運用損益（△は益） 12 44

投資有価証券売却損益（△は益） 38 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 446 －

有形固定資産売却損益（△は益） 1 △0

有形固定資産除却損 0 11

売上債権の増減額（△は増加） △1,897 △1,877

たな卸資産の増減額（△は増加） △339 △190

仕入債務の増減額（△は減少） 636 168

その他の流動資産の増減額（△は増加） △290 △127

その他の流動負債の増減額（△は減少） 509 △58

小計 6,391 6,908

利息及び配当金の受取額 66 53

利息の支払額 △95 △58

損害賠償金の支払額 △35 －

法人税等の支払額 △2,884 △3,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,442 3,394

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 － △150

定期預金の払戻による収入 200 415

有形固定資産の取得による支出 △5,464 △3,470

有形固定資産の売却による収入 0 1

投資有価証券の取得による支出 △102 △356

投資有価証券の売却による収入 99 147

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 51

貸付けによる支出 △23 －

その他の支出 △167 △47

その他の収入 197 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,260 △3,402



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 6,000 7,000

短期借入金の返済による支出 △3,500 △4,707

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 － △10

自己株式の取得による支出 △10 △1

自己株式の売却による収入 74 －

配当金の支払額 △1,649 △1,716

財務活動によるキャッシュ・フロー 914 764

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,117 740

現金及び現金同等物の期首残高 4,999 2,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,882 3,040



 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．事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。  

 ２．各区分に属する主要な製品 

        ３. 事業区分の変更   

 前第３四半期連結累計期間  

  事業区分につきましては、前連結会計年度まで「きのこ事業」、「化成品事業」及び「健康食品関連事  

業」の３区分によっておりましたが、当第１四半期連結累計期間より「きのこ事業」、「化成品事業」の２

区分に変更しております。 

 これは「健康食品関連事業」の規模の縮小に伴い今後の事業方針の見直しを行ない、グループ全体の事業

区分における位置づけを再検討した結果、同事業をきのこ加工製品の一部として「きのこ事業」に含めて表

示することとしたものであります。  

  なお、「健康食品関連事業」の区分変更に伴う事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微でありま

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〕

  
きのこ事業
（百万円） 

化成品事業
（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  29,479  4,384  33,864  －  33,864   

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 31  1,142  1,173  △1,173  －   

計  29,511  5,527  35,038  △1,173  33,864   

営業利益  6,165  252  6,417  △42  6,375   

  
きのこ事業
（百万円） 

化成品事業
（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  30,418  5,086  35,504  －  35,504   

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 18  480  498  △498  －   

計  30,436  5,566  36,003  △498  35,504   

営業利益  6,339  357  6,697  △5  6,691   

事業区分 主要製品

きのこ事業 ブナシメジ、エリンギ、マイタケ、アガリクス、ヤマブシタケ 

化成品事業 包装資材、農業資材 



 ４．追加情報  

 前第３四半期連結累計期間 

 当社及び国内連結子会社の主要な機械装置につきましては、従来、耐用年数を５年～10年としておりまし

たが、当第１四半期連結累計期間より７年～10年に変更いたしました。 

  この変更は、平成20年度の税制改正を契機として耐用年数の見直しを行ったことによるものです。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間における営業利益は「きの

こ事業」が275百万円、「化成品事業」が０百万円それぞれ増加しております。   

  

  

  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）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）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。 

  

  

   該当事項はありません。  

  

  

〔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

６．その他の情報
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