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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 200,926 △4.4 10,062 15.3 10,482 20.1 6,032 48.7
21年3月期第3四半期 210,216 ― 8,728 ― 8,727 ― 4,056 ―

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 36.09 32.97
21年3月期第3四半期 24.27 22.17

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 181,924 94,612 51.3 557.96
21年3月期 182,863 88,536 47.7 521.77

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  93,250百万円 21年3月期  87,205百万円

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  有  
 

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 ― 3.50 ― 4.50 8.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 10.00

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  
 

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 265,000 △4.3 12,000 12.3 12,000 23.3 7,000 45.0 41.88
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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５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５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 

上記の業績予想等につきましては、現時点で入手された情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により大きく異なることがありう
ることをご承知置きください。なお、通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月２日に公表した数値から本資料において修正しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 174,148,018株 21年3月期  174,148,018株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,022,007株 21年3月期  7,015,503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 167,128,489株 21年3月期第3四半期 167,134,693株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一連の経済対策の効果もあり、深刻な景気後

退から脱しつつあるものの、失業率の上昇など雇用情勢の悪化を受けて個人消費の低迷が続き、景

気は厳しい状況のまま推移いたしました。 

 製粉業界においては、小麦国際相場の下落により、外国産小麦の政府売渡価格が昨年４月に５銘

柄平均で14.8％、10月にも平均23％引き下げられたことから、製品価格改定を実施いたしました。 

 このような状況のもとで、当社グループは「０８／０９新経営計画ＳＧ１００」の達成に向け全

力を挙げて取り組み、コアビジネスである製粉事業をはじめとする各事業分野において一層の競争

力強化と徹底したコストの削減を図ってまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,009億２千６百万円（前年同期比4.4％

減）、営業利益100億６千２百万円（同15.3％増）、経常利益104億８千２百万円（同20.1％増）、

四半期純利益60億３千２百万円（同48.7％増）となりました。 

 事業部門別の状況は次のとおりであります。 

   

①製粉事業 

 当社グループは、お客様のニーズや食の多様化に対応するため、新製品の開発、技術講習会の開

催、提案営業など活発な営業活動を推進した結果、販売数量は前年を上回りました。しかし、昨年

４月と10月に外国産小麦の政府売渡価格が引き下げられたことに伴い、それぞれ５月と11月に小麦

粉販売価格の改定を行った結果、売上は前年を下回りました。 

 副製品のふすまについては、穀物相場下落の影響により売上は前年を下回りました。 

 以上により、製粉事業の売上高は786億１千７百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は46億７

千１百万円（同11.3％減）となりました。 

  

②食品事業 

 食品事業は、健康・安全・簡便性をコンセプトとした特徴のある新商品を開発するとともに、技

術講習会の開催、各種展示会への出展など積極的なマーケティング活動を展開しました。その一方

で、外国産小麦の政府売渡価格引き下げに伴う小麦粉関連製品の価格改定を行いました。 

 プレミックス類については、業務用、家庭用ともに販売数量を伸ばし、売上は前年を上回りまし

た。  

 冷凍食材、食品類については、家庭用冷凍パスタの新商品投入効果もあり、売上を伸ばしまし

た。  

  以上により、食品事業の売上高は1,003億６千１百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益は54億

１千７百万円（同33.6％増）となりました。 

  

③その他事業 

 ペットフードは、販売数量が増加し売上を大きく伸ばしました。また、エンジニアリング事業の

売上も前年を上回りました。 

 以上により、その他事業の売上高は219億４千７百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

    

 当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ９億３千９百万円減少

し、1,819億２千４百万円となりました。この主な要因は、現預金、売掛債権、投資有価証券が増加

し、棚卸資産、有形固定資産が減少したことによるものです。負債の残高は、前連結会計年度末に

比べ70億１千５百万円減少し、873億１千１百万円となりました。この主な要因は、コマーシャルペ

ーパー、未払法人税等が減少したことによるものです。 

 純資産の残高は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことにより、前連結会計

年度末に比べ60億７千６百万円増加し、946億１千２百万円となりました。  

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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（キャッシュ・フローの状況） 

 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、前連結会計年度末に比べ22億２千

２百万円増加し、129億７百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、131億８千７百万円となり、前年同期に比べ126億６千９

百万円増加しました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加と棚卸資産の減少による

ものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、32億３千２百万円の支出となりました。この主な要因

は、設備投資で32億円支出したことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャルペーパー、借入金の返済及び配当金の支払

い等により、77億４千２百万円の支出となりました。 

  

 現状の景気後退局面では、更なる需要減退やデフレ傾向が強まる懸念があり、引き続き厳しい経

営環境が続くものと予想されます。 

 こうした状況に対処するため、当社グループは、コアビジネスである製粉事業をはじめとする各

事業分野において、販売の拡大と徹底したコスト削減を図ってまいります。更に、今後グループ企

業を含めた構造改革の加速化を進めるため、国内では総額170億円に上る大型設備投資（①当社神戸

甲南工場の製粉ライン増設と原料サイロの新設、②ニップン冷食㈱高崎工場の同社竜ヶ崎工場への

集約、③ペットフードを製造するエヌピーエフジャパン㈱千葉工場の生産設備の増強・改善、④そ

ば粉を製造する松屋製粉㈱本社工場の同社上三川工場への集約前倒しと、そば粉以外の米粉等への

業容拡大）を実行に移し、競争力を高めてまいります。 

 また、海外事業においても、タイ国現地法人であるNIPPN(Thailand)Co.,Ltd.のプレミックス工場

の製造能力を増強し、事業の拡大に努めてまいります。 

 その結果、平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、売上高2,650億円、営業利益120

億円、経常利益120億円、当期純利益70億円を見込んでおります。 

 なお、期末配当につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に報いるため、前回予想より２円増

配し、１株当たり６円とさせていただくことを予定しております。これにより、年間の配当予想は

１０円となります。  

  

平成22年３月期 通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）   

  

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 

  

前回発表予想（Ａ）  

 百万円 
 

265,000 

百万円 

 11,000 

百万円 

 11,000 

 百万円 
 

 6,000 

 円 銭 

 35.90 

今回修正予想（Ｂ）  265,000 12,000 12,000 7,000 41.88

増減額（Ｂ－Ａ）  － 1,000 1,000 1,000 －

増減率（％）  － 9.1 9.1 16.7 －

（ご参考）前期実績  

（平成21年３月期）  
276,797 10,682 9,736 4,829 28.89
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該当事項はありません。 
  

①当第３四半期連結会計期間末における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もり、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。 

②法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定しております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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

年度決算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を適用

しております。  
  

（会計処理基準に関する事項の変更）   

 請負工事に係わる収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第

１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第

３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。  
   

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 12,947 10,725

受取手形及び売掛金 37,160 33,657

有価証券 99 24

商品及び製品 10,012 12,124

仕掛品 243 137

原材料及び貯蔵品 6,574 9,923

その他 2,631 4,304

貸倒引当金 △177 △165

流動資産合計 69,492 70,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,275 25,392

機械装置及び運搬具（純額） 16,250 17,896

土地 24,139 24,133

建設仮勘定 179 139

その他（純額） 1,820 1,222

有形固定資産合計 66,665 68,785

無形固定資産   

のれん 43 167

その他 573 503

無形固定資産合計 616 671

投資その他の資産   

投資有価証券 38,784 36,123

その他 7,028 7,082

貸倒引当金 △663 △530

投資その他の資産合計 45,149 42,675

固定資産合計 112,431 112,132

資産合計 181,924 182,863
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,505 12,683

短期借入金 20,322 20,858

1年内償還予定の社債 8,098 7,998

未払法人税等 970 4,197

賞与引当金 180 384

役員賞与引当金 － 50

その他 10,829 14,164

流動負債合計 53,907 60,336

固定負債   

社債 － 100

長期借入金 19,490 21,204

退職給付引当金 2,103 2,016

役員退職慰労引当金 890 933

その他 10,919 9,736

固定負債合計 33,403 33,989

負債合計 87,311 94,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,240 12,240

資本剰余金 11,389 11,388

利益剰余金 62,858 58,247

自己株式 △2,313 △2,311

株主資本合計 84,174 79,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,213 7,793

繰延ヘッジ損益 8 12

為替換算調整勘定 △146 △166

評価・換算差額等合計 9,075 7,640

少数株主持分 1,362 1,331

純資産合計 94,612 88,536

負債純資産合計 181,924 182,863
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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 210,216 200,926

売上原価 161,943 150,475

売上総利益 48,272 50,450

販売費及び一般管理費 39,543 40,387

営業利益 8,728 10,062

営業外収益   

受取利息 43 24

受取配当金 822 631

持分法による投資利益 － 107

その他 388 394

営業外収益合計 1,255 1,158

営業外費用   

支払利息 659 535

為替差損 204 28

その他 391 176

営業外費用合計 1,255 739

経常利益 8,727 10,482

特別利益   

固定資産売却益 64 0

関係会社株式売却益 11 9

債務免除益 135 －

貸倒引当金戻入額 － 17

その他 47 1

特別利益合計 257 29

特別損失   

固定資産除売却損 120 97

投資有価証券評価損 351 3

事業構造改善費用 － 412

減損損失 605 67

その他 80 65

特別損失合計 1,158 645

税金等調整前四半期純利益 7,827 9,865

法人税、住民税及び事業税 5,342 3,519

法人税等調整額 △1,610 291

法人税等合計 3,731 3,810

少数株主利益 39 22

四半期純利益 4,056 6,032
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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 7,827 9,865

減価償却費 5,192 5,023

減損損失 605 67

のれん償却額 62 152

貸倒引当金の増減額（△は減少） 128 145

受取利息及び受取配当金 △866 △656

支払利息 659 535

投資有価証券評価損益（△は益） 351 3

為替差損益（△は益） 155 15

持分法による投資損益（△は益） 105 △107

有形固定資産売却損益（△は益） △27 11

固定資産除却損 126 84

債務免除益 △135 －

事業構造改善費用 － 412

売上債権の増減額（△は増加） △4,357 △3,493

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,719 5,353

仕入債務の増減額（△は減少） △269 821

その他 △915 1,531

小計 3,923 19,765

利息及び配当金の受取額 865 669

利息の支払額 △685 △590

法人税等の支払額 △3,585 △6,658

営業活動によるキャッシュ・フロー 518 13,187

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 △4,659 △3,210

有形固定資産の売却による収入 152 12

投資有価証券の取得による支出 △791 △1,138

投資有価証券の売却による収入 653 1,010

関係会社株式の売却による収入 － 362

貸付けによる支出 △124 △194

貸付金の回収による収入 118 34

その他 122 △109

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,527 △3,232
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（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △892 △1,625

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 5,000 △4,000

長期借入れによる収入 9,080 530

長期借入金の返済による支出 △7,033 △1,164

自己株式の取得による支出 △5 △1

自己株式の売却による収入 3 0

配当金の支払額 △1,170 △1,421

少数株主への配当金の支払額 △13 △14

リース債務の返済による支出 － △45

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,968 △7,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 906 2,222

現金及び現金同等物の期首残高 9,651 10,685

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

16 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,573 12,907
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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、製品の種類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 

  

  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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。 

  

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載しておりません。 

  

  

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

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
製粉事業
（百万円） 

食品事業
（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  81,975  106,815  21,425  210,216  －  210,216

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,802  694  1,659  5,156  (5,156)  －

計  84,777  107,509  23,084  215,372  (5,156)  210,216

営業利益（又は営業損失）  5,267  4,055  △556  8,767  (38)  8,728

  
製粉事業
（百万円） 

食品事業
（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  78,617  100,361  21,947  200,926  －  200,926

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,901  688  1,184  3,774  (3,774)  －

計  80,519  101,049  23,131  204,700  (3,774)  200,926

営業利益（又は営業損失）  4,671  5,417  △55  10,033  29  10,062

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等 

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食等 

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置、外食等 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．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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