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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,090 △4.4 851 2.2 887 △6.9 537 11.1
21年3月期第3四半期 5,325 ― 833 ― 952 ― 483 ―

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 57.66 ―

21年3月期第3四半期 51.88 ―

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 16,621 14,710 88.5 1,577.28
21年3月期 16,205 14,464 89.3 1,550.96

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,710百万円 21年3月期  14,464百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 7,300 3.1 1,200 5.4 1,230 △3.6 730 ― 78.34
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。] 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 9,326,460株 21年3月期  9,326,460株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  52株 21年3月期  52株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 9,326,408株 21年3月期第3四半期 9,326,424株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  ・本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、
様々な原因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産活動の増加等、一部に景気の底入れ感が見ら
れるものの、雇用情勢の悪化や消費の低迷、さらにはデフレ経済の深刻化等、依然として先行き不透明な
厳しい状況で推移しております。 
 このような状況のもと、当第３四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきましては、紅茶エ
キス・ほうじ茶エキスが増加したため、売上高は2,538百万円(対前年同期比 0.4％増)となりました。 
 粉末天然調味料につきましては、粉末酢等が増加したものの、粉末ソース・粉末鰹節等が減少したた
め、売上高は1,449百万円(同 6.1％減)となりました。 
 液体天然調味料につきましては、鰹節エキス・昆布エキス等が減少したため、売上高は 568百万円(同 
11.0%減)となりました。 
 植物エキスにつきましては、野菜エキス・果実エキスが増加したものの、機能性植物エキスが減少した
ため、売上高は 495百万円(同 13.7％減)となりました。 
 粉末酒につきましては、洋酒タイプが増加したため、売上高は 32百万円(同 0.6％増)となりました。 
 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 5,090百万円（同 4.4％減）となり前年同期より 235百
万円減少しました。 
 当第３四半期累計期間の損益面につきましては、製造コスト削減により、営業利益は 851百万円(同 
2.2％増)、受取利息の減少により経常利益は 887百万円（同 6.9％減）となり、四半期純利益は 537百万
円(同 11.1％増)となりました。 

  

  

当第３四半期会計期間末における流動資産は、現金及び預金の減少により 8,355百万円となり、前事業
年度末より 138百万円の減少となりました。  
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで 1,075百万円の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローで 1,276百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで 274百万円の減少となった結
果、前事業年度末より 475百万円減少しております。 
売上債権につきましては、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったことにより、当第３四

半期会計期間末残高は前事業年度末より 364百万円増加しております。 
固定資産は、第三工場２期工事（エキス工場建設）に係る設備投資等より、有形固定資産が 577百万円

増加した結果、当第３四半期会計期間末残高は 8,266百万円となり、前事業年度末より 555百万円増加し
ております。 
以上の結果、当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末より 416百万円増加して 

16,621百万円となりました。 
当第３四半期会計期間末における負債の合計は、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であった

ことにより仕入債務が増加し 1,911百万円となり、前事業年度末より 170百万円の増加となりました。 
当第３四半期会計期間末における純資産の合計は、四半期純利益 537百万円の計上などにより 14,710

百万円となりました。 
この結果、1株当たり純資産は、前事業年度末の 1,550円96銭から 1,577円28銭となり 26円32銭増加し

ております。 
当第３四半期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、前事業年度末より 

475百万円減少し、5,526百万円となりました。 
なお、当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 1,075百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益 888百万
円や法人税等の還付額 92百万円、保険解約返戻金 78百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は 1,276百万円となりました。これは主に、第三工場２期工事（エキス工
場建設）等による有形固定資産の取得による支出 1,222百万円、無形固定資産の取得による支出 20百万
円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） 

 財務活動の結果使用した資金は 274百万円となりました。これは、配当金の支払による支出によるもの
であります。 

  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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当社が使用する主要な原材料（鰹節・昆布・椎茸等）の価格変動、金融・株式市場低迷の影響による保
有投資有価証券の時価下落等が懸念されるものの、他の要因による業績の変動も現時点では想定されない
ことから、平成21年５月20日発表の平成22年３月期業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め
られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 
 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸
高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 
 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。  
 なお、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。  

④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 
 当事業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。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

（会計処理の変更） 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

該当事項はありません。 

  

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,526,393 6,002,296

受取手形及び売掛金 1,682,572 1,317,715

製品 411,091 416,948

仕掛品 394,091 266,077

原材料及び貯蔵品 262,313 292,936

その他 79,141 198,238

貸倒引当金 △330 △260

流動資産合計 8,355,273 8,493,952

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,825,454 2,897,683

機械及び装置（純額） 982,209 1,027,552

土地 2,428,242 2,428,242

建設仮勘定 1,030,878 311,276

その他（純額） 172,042 196,381

有形固定資産合計 7,438,826 6,861,135

無形固定資産 45,195 26,120

投資その他の資産   

投資有価証券 687,919 672,399

破産更生債権等 5,590,613 5,590,613

その他 94,536 151,706

貸倒引当金 △5,590,613 △5,590,613

投資その他の資産合計 782,455 824,105

固定資産合計 8,266,477 7,711,361

資産合計 16,621,751 16,205,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 656,558 504,942

未払金 453,759 822,757

未払法人税等 287,251 4,998

賞与引当金 59,970 115,000

設備関係支払手形 210,844 147,231

その他 204,983 108,403

流動負債合計 1,873,366 1,703,332

固定負債   

役員退職慰労引当金 38,070 37,140

固定負債合計 38,070 37,140

負債合計 1,911,436 1,740,472
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,444,796 4,444,796

利益剰余金 6,618,646 6,360,683

自己株式 △64 △64

株主資本合計 14,735,653 14,477,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,338 △12,848

評価・換算差額等合計 △25,338 △12,848

純資産合計 14,710,315 14,464,841

負債純資産合計 16,621,751 16,205,313
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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) 

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

売上高 5,325,294 5,090,147

売上原価 3,914,556 3,638,454

売上総利益 1,410,737 1,451,692

販売費及び一般管理費 577,723 600,400

営業利益 833,013 851,291

営業外収益   

受取利息 100,299 1,087

受取配当金 15,324 15,498

保険解約返戻金 － 12,687

その他 4,327 11,716

営業外収益合計 119,951 40,989

営業外費用   

株式交付費 23 －

保険解約損 57 －

業務委託料 － 4,750

その他 0 0

営業外費用合計 80 4,750

経常利益 952,884 887,530

特別利益   

貸倒引当金戻入額 90 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,190

特別利益合計 90 2,190

特別損失   

固定資産売却損 － 197

固定資産除却損 602 1,259

投資有価証券評価損 149,118 －

特別損失合計 149,720 1,456

税引前四半期純利益 803,254 888,264

法人税等 319,373 350,508

四半期純利益 483,881 537,756
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,942,609 1,817,677

売上原価 1,413,292 1,323,404

売上総利益 529,317 494,272

販売費及び一般管理費 189,795 202,172

営業利益 339,521 292,100

営業外収益   

受取利息 33,501 －

受取配当金 7,346 7,394

保険解約返戻金 － 12,687

その他 1,436 3,018

営業外収益合計 42,284 23,101

営業外費用   

保険解約損 28 －

その他 0 0

営業外費用合計 28 0

経常利益 381,777 315,201

特別損失   

固定資産除却損 222 1,015

投資有価証券評価損 4,328 －

特別損失合計 4,551 1,015

税引前四半期純利益 377,225 314,186

法人税等 149,985 124,380

四半期純利益 227,240 189,806
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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) 

当第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 803,254 888,264

減価償却費 311,630 297,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） △978 70

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,550 △55,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,458 930

保険解約返戻金 － △12,687

受取利息及び受取配当金 △115,623 △16,585

有形固定資産売却損益（△は益） － 197

有形固定資産除却損 602 1,259

投資有価証券評価損益（△は益） 149,118 －

売上債権の増減額（△は増加） △635,706 △364,857

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,535 △91,533

未収消費税等の増減額（△は増加） － 46,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,677 △20,175

仕入債務の増減額（△は減少） 298,484 151,615

未払金の増減額（△は減少） 41,368 35,087

未払費用の増減額（△は減少） 11,917 △4,653

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,075 60,683

その他の流動負債の増減額（△は減少） 28,836 55,809

受取保険金 △10 △662

その他 △87 －

小計 945,498 971,224

利息及び配当金の受取額 98,634 16,585

保険金の受取額 10 662

保険解約返戻金の受取額 － 78,108

法人税等の支払額 △393,891 △83,557

法人税等の還付額 － 92,833

営業活動によるキャッシュ・フロー 650,252 1,075,856

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 △630,222 △1,222,316

有形固定資産の売却による収入 － 2,500

無形固定資産の取得による支出 － △20,780

投資有価証券の償還による収入 1,000,000 －

投資有価証券の取得による支出 △5,006,399 △6,531

長期前払費用の取得による支出 － △1,312

その他の収入 87 －

その他の支出 △22,426 △30,238

その他 △1,224 1,820

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,660,186 △1,276,858

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △274,605 △274,901

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,605 △274,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,284,540 △475,902

現金及び現金同等物の期首残高 11,649,066 6,002,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,364,526 5,526,393

佐藤食品工業㈱(2814)　平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

9



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．金額は、販売価格によっております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2)受注実績 

  当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

（単位：千円，千円未満切捨）   

 
(注)１．輸出は僅かのため、記載を省略しております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合      

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績                  

期別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 (参考)前事業年度

自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日 増減 自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日 至 平成21年12月31日 至 平成21年３月31日

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

2,386,448 
 

46.6 
 

2,586,945
 

49.7
 

200,497
 

8.4
 

3,264,450 
 

47.6
 

 粉末天然調味料 
 

1,514,552 
 

29.5 
 

1,505,409
 

28.9
 

△9,142
 

△0.6
 

2,000,946 
 

29.2
 

 液体天然調味料 
 

636,751 
 

12.4 
 

562,363
 

10.8
 

△74,388
 

△11.7
 

783,155 
 

11.4
 

 植物エキス 
 

562,960 
 

11.0 
 

518,386
 

10.0
 

△44,573
 

△7.9
 

770,275 
 

11.3
 

 粉末酒 
 

26,839 
 

0.5 
 

31,999
 

0.6
 

5,159
 

19.2
 

34,715 
 

0.5
 

合計 5,127,552 100.0 5,205,104 100.0 77,552 1.5 6,853,544 100.0

(3) 販売実績

期別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 (参考)前事業年度

自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日 増減 自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日 至 平成21年12月31日 至 平成21年３月31日

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

％ ％     ％ ％

 茶エキス 
 

2,527,154 
 

47.5 
 

2,538,437
 

49.9
 

11,283
 

0.4
 

3,466,592 
 

48.9
 

 粉末天然調味料 
 

1,544,434 
 

29.0 
 

1,449,834
 

28.5
 

△94,600
 

△6.1
 

2,002,314 
 

28.3
 

 液体天然調味料 
 

639,122 
 

12.0 
 

568,605
 

11.2
 

△70,517
 

△11.0
 

783,730 
 

11.1
 

 植物エキス 
 

574,029 
 

10.8 
 

495,346
 

9.7
 

△78,682
 

△13.7
 

777,416 
 

11.0
 

 粉末酒 
 

32,776 
 

0.6 
 

32,965
 

0.6
 

188
 

0.6
 

43,765 
 

0.6
 

 その他 
 

7,776 
 

0.1 
 

4,957
 

0.1
 

△2,818
 

△36.2
 

10,013 
 

0.1
 

合計 5,325,294 100.0 5,090,147 100.0 △235,147 △4.4 7,083,833 100.0

相手先
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

 ミヤコ化学㈱ 566,023 10.6 510,927 10.0

佐藤食品工業㈱(2814)　平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

10




