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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 76,550 △3.0 4,854 69.9 4,953 85.9 2,584 71.2
21年3月期 78,915 △2.4 2,857 △20.8 2,664 △30.0 1,509 △33.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 112.48 ― 4.6 6.0 6.3
21年3月期 63.94 ― 2.7 3.2 3.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 84,063 56,272 66.5 2,466.01
21年3月期 80,157 55,776 69.1 2,346.44

（参考） 自己資本   22年3月期  55,881百万円 21年3月期  55,394百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 6,029 △1,730 △2,521 13,303
21年3月期 4,781 △2,487 △590 11,486

2.  配当の状況 

（注）21年3月期期末配当金の内訳 記念配当2円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 16.50 ― 18.50 35.00 826 54.7 1.5
22年3月期 ― 16.50 ― 19.50 36.00 815 32.0 1.5

23年3月期 
（予想）

― 18.00 ― 18.00 36.00 30.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

40,000 4.1 2,600 4.5 2,600 2.3 1,400 7.6 61.78

通期 80,000 4.5 5,000 3.0 5,000 0.9 2,700 4.5 119.15
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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  

(注)詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 23,652,550株 21年3月期 23,652,550株

② 期末自己株式数 22年3月期  991,900株 21年3月期  44,434株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 62,755 △0.7 3,724 99.7 4,380 70.1 2,692 66.0
21年3月期 63,223 △1.1 1,865 △24.9 2,575 △16.9 1,621 △14.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 117.18 ―

21年3月期 68.70 ―

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 66,739 48,371 72.5 2,134.61
21年3月期 63,936 48,061 75.2 2,035.82

（参考） 自己資本 22年3月期  48,371百万円 21年3月期  48,061百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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、
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「1．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度における世界経済は、前期より続く急激な景気後退が進むなか、半ばを過ぎると、各国の大規模な

経済政策等の効果により、新興国では中国、インドを中心に急速に景気回復が進み、先進国では米国に緩やかな回復

の動きが見られました。我が国経済においても、期の半ばまで続いた企業収益の悪化は一巡し、輸出関連企業を中心

に回復基調を示していますが、個人消費については、耐久消費財など一部の分野で政府の景気浮揚策の恩恵をうけた

ものの、デフレの進行や所得・雇用環境の停滞による生活防衛意識の高まりのなかで低迷しており、全体としては厳

しい状況で推移しました。 

このような経済状況の下で、当社グループは当連結会計年度を初年度とする新中期経営計画（平成22年３月期～平

成24年３月期）を策定し、さらなる企業価値の向上に向けた経営基本方針と各種戦略を掲げ、期をスタートいたしま

した。販売面では、重点商品や重点得意先の選択と集中をさらに明確化した販売施策を実施するとともに、グループ

内の事業再編の一環として、前連結会計年度に実施した家庭用「生わかめ」の販売終了（平成21年３月）に加え、加

工食品用原料の弁当惣菜向け「液体調味料」及び「餡（あん）」製品については販売の見直しを行うなど、低収益事

業の整理に取り組んでまいりました。 

開発面では、自社の得意な領域に特化した新商品開発やコア事業の強化・育成を継続して行い、家庭用食品では

『リケンのノンオイル』セレクティシリーズにて「シーザーサラダ」を上市するなど、ノンオイル分野への新しい味

覚を市場に提案いたしました。 

生産面では、安全・衛生重視の思想を基点に、生産拠点の拡充と新技術による生産設備の安定稼動に向けた諸施策

を実施するとともに、グループ内の事業再編の一環として、急激な景気後退の影響をうけ収益が悪化した国内子会社

の㈱健正堂について、電子精密部品事業から撤退し、将来の化成品事業の拡大にも対応可能な専用工場として設備投

資を実施し、３月より稼動を開始いたしました。 

このような中期経営計画に掲げた初年度目標数値の達成のために実施いたしました各種の取り組みの結果、売上高

につきましては、下半期で見ますと海外売上高の回復に加え、年が明けてからの国内市場における荷動きの活発化に

より前年を上回りましたが、上半期における国内外の景況悪化と為替円高の影響を受けた落ち込みをカバーするには

至らず、当連結会計年度の売上高は765億50百万円（前期比23億64百万円、3.0％減）となりました。  

一方利益面につきましては、厳しい国内市場の中で販売量を確保するための販促活動を展開したことにより販売促

進費が増加いたしましたが、売上高の減少分を補うための積極的なローコスト経営を推し進めたことにより、製造コ

ストの低減と物流費を中心とした販売管理費の削減をした結果、当連結会計年度の営業利益は48億54百万円（前期比

19億97百万円、69.9％増）、経常利益は49億53百万円（前期比22億88百万円、85.9％増）となりました。 

当連結会計年度の当期純利益は、国内子会社の㈱健正堂における電子精密部品事業の撤退に伴う特別損失や一部保

有株式の時価の下落による評価損などを計上した結果、25億84百万円（前期比10億74百万円、71.2％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。 

 （食品事業部門） 

「家庭用食品」では、消費者による生活防衛意識の一層の高まりからプライベートブランド品の市場規模が拡大す

るなど低価格化が進むなかで、ドレッシング類は、新商品として「セレクティ・シーザーサラダ」と「和風」を上市

し、“青じそ・和・洋・中”にわたる幅広い味のラインナップを取り揃えるとともに、ノンオイルドレッシングのブ

ランド名を『リケンのノンオイル』に一新することでさらなる価値訴求に努めましたが、主力商品である「青じそ」

の落ち込みにより、売上が前期を下回りました。またわかめ関連商品は、「ふえるわかめ（乾燥わかめ）」が国内産

の好調と中国産の回復をうけて売上が増加いたしましたが、生わかめ事業の整理（平成21年３月）を行ったことによ

り、売上が前期を下回りました。また和風調味料では、消費者の低価格品志向の強まりのなかで増量キャンペーンを

実施することで「素材力（無添加だし）」の売上伸長を図り、ほぼ前期並みの売上を確保しました。 

  この結果、家庭用食品全体の売上高は、168億68百万円（前期比2.4％減）となりました。 

  

 「業務用食品」では、外食産業における多数の業態で売上が減少している非常に厳しい状況下で、ドレッシング類

は、新商品２品を投入して品揃えの拡充を図った「野菜いっぱい」シリーズなどが好調に推移し、売上が前期を上回

りました。またわかめ関連商品では、前期大幅に落ち込んだ「乾燥わかめ」の回復に向けて、各流通チャネルに対応

した品揃えを強化するとともに、年末キャンペーンの実施により需要喚起を促したことで売上が前期を若干上回りま

したが、「生わかめ」商品の低迷により、わかめ全体の売上は前期を下回りました。 

 この結果、業務用食品全体の売上高は、111億81百万円（前期比1.2％減）となりました。 

１．経営成績
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「加工食品用原料」では、国内市場はグループ内の事業再編の一環として、弁当惣菜向け「液体調味料」及び「餡

（あん）」製品の販売見直しを行い、また業界の市況低迷のなかで外食産業向け調味料などの売上が落ち込んだ結

果、前期を下回る売上となりました。海外市場は、中国子会社の青島福生食品有限公司で取り扱う「冷凍野菜」の中

国国内販売が伸長したものの、欧米各国の景気後退の影響をうけた「水産加工品」の大幅な減少により、売上が前期

を下回りました。 

 この結果、加工食品用原料全体の売上高は、 162億98百万円（前期比3.6％減）となりました。  

  

「食品用改良剤」では、国内市場は内食回帰の進行により比較的安定した市場が形成されるなかで、重点商品の育

成と拡販の強化を継続した結果、油脂業界・豆腐業界などへの販売が好調に推移し、売上が前期を上回りました。 

海外市場は各国の市況低迷の影響をうけた欧州・アジア地域の販売不振と為替円高の影響により、売上が前期を下回

りました。 

 この結果、食品用改良剤全体の売上高は、203億9百万円（前期比2.3％減）となりました。 

これらの結果、食品事業部門では、売上高646億57百万円（前期比2.5％減）、営業利益43億39百万円（前期比

93.2％増）となりました。 

（化成品事業部門） 

国内市場では、期の始めに取引先企業の在庫調整が一巡したことに加え、政府の景気浮揚策による特需をうけたデ

ジタル家電・自動車部品分野向けが好調に推移いたしましたが、農業用ハウス業界など他の取引先業界の低迷が続い

たため、売上が前期を下回りました。また海外市場につきましては、各国の市況低迷の影響をうけて上半期の売上が

大幅に落ち込んだものの、下半期には各国景気の持ち直しに合わせて販売が上向いたことにより、売上は前期比微減

に留まりました。 

これらの結果、化成品事業部門では、売上高63億92百万円（前期比1.3％減）、営業利益4億27百万円（前期比 

27.2％減）となりました。 

 （ビタミン・その他事業部門） 

「ビタミン関係」では、ビタミン保健薬（ＯＴＣ）市場の縮小など市況が低迷するなかで、医薬向けは堅調に推移

いたしましたが、食品向けは企業間競争の激化から売上が減少し、また海外市場につきましても米国の市況低迷の影

響をうけた結果、売上が前期を下回りました。 

「電子精密部品関係」では、グループ内の事業再編の一環として、国内子会社の㈱健正堂による電子精密部品の製

造及び販売を終了し、化成品事業部門の製造会社として３月より稼動を開始いたしました。 

これらの結果、ビタミン・その他事業部門では、売上高54億99百万円（前期比10.6％減）、営業利益 87百万円

（前期比68.1％減）となりました。 

(次期の見通し)  

当社グループは昨年５月に「中期経営計画」（平成21年４月～平成24年３月）を公表しており、平成23年３月期で

２年目を迎えます。当社グループが掲げた基本方針、基本戦略及び経営戦略に基づき、不透明な国内外の事業環境・

経済情勢の変化に応じた機動的な意思決定を行うことで、「中期経営計画」の 終年度経営目標の達成に向けて邁進

する所存であります。 

取り組みの詳細につきましては、３．経営方針 (3)中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題に記載して

おります。 

次期の見通しにつきましては、売上高 800億円、営業利益50億円、経常利益50億円、当期純利益27億円を計画して

おります。 
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(2) 財政状態に関する分析  

①資産、負債及び純資産の状況  

   当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ39億5百万円増加し、840億63百万円となりました。 

流動資産は、現金及び預金、たな卸資産が増加したため、前連結会計年度末に比べ38億25百万円の増加となりまし

た。 

負債は、流動負債にて短期借入金、未払法人税等が増加し、固定負債にて保有株式の時価評価による繰延税金負債

が増加したため、前連結会計年度末に比べ34億9百万円増加し、277億90百万円となりました。 

純資産は、自己株式の取得により減少しましたが、当期純利益の計上による利益剰余金と保有株式の時価評価によ

るその他有価証券評価差額金が増加したため、前連結会計年度末に比べ4億96百万円増加し、562億72百万円となりま

した。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、133億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億16百万円増

加いたしました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、前連結会計年度に比べ12億48百万円増の60億29百万円となりました。売上債権

が前連結会計年度の減少から増加に転じ、たな卸資産の増加額が前連結会計年度を上回りましたが、税金等調整前

当期純利益が増加し、仕入債務の減少額が前連結会計年度を下回り、退職給付引当金が増加したことなどによるも

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、前連結会計年度に比べ 7億57百万円減の17億30百万円となりました。投資有価

証券の取得額が減少し、投資有価証券を売却したことなど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） 

財務活動では、25億21百万円の支出となりました。短期借入金が増加し、配当金を支払い、自己株式を取得した

ことなどによるものであります。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと考えており、業績の伸張に合わせ、配当性向、経営

基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、長期的な視野に立ち、安定的かつ継続的な利益還元を行うこ

とを基本方針とし、連結配当性向30％以上を目標として実施してまいります。 

 なお、当期の期末配当につきましては、中間配当より１株当たり3円増配し、19円50銭とさせていただきます。期

末配当を実施いたしますと、中間配当を含めました年間配当は１株につき36円となり、連結配当性向は32.0％となり

ます。 

 また、次期の配当につきましては基本方針に基づき、１株につき36円とさせていただく予定です。 

  
平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

平成22年 
３月期 

自己資本比率（％）  63.2  64.2  67.1  69.1  66.5

時価ベースの自己資本比率（％）  75.6  89.9  87.3  70.8  67.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
 554.7  142.9  194.1  179.1  157.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 6.2  15.1  9.6  13.5  15.5
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日（平成22年４月26日）現在において当社グループが判

断したものであります。 

 ①安全性のリスクについて 

 食品業界においては、食品の安全性や品質に対する市場の要求が高まっており、品質管理や安全性、環境への取

り組みが一層重要視されてきております。そこで、当社グループは、製品の安全・衛生の思想を基点に、世界的に

認められた品質管理システム（ＩＳＯ、ＨＡＣＣＰ等）に従って各種製品を製造しております。またお客様に安全

で信頼できる製品をお届けするため、「原材料」「製造」「流通」「販売」の各段階で品質の確認及びトレースで

きるシステムを構築し、製品の安全確保に努めております。 

  しかしながら、当社グループの予測範囲を超える品質問題等が発生した場合には、当社の業績と財政状態に悪影

響を与える可能性があります。 

 ②原材料の調達リスクについて 

 当社グループは、「天然物の有効利用を図る」という基本方針のもと、独自の技術力や開発力を通じて、“おい

しさ”“健康”にかかわる独自商品を開発、社会への貢献を果たしてきました。そのため、天然原料を国内のみな

らず海外から幅広く調達しております。 

 しかしながら、世界のエネルギーや食糧資源の需給状況が変化したり、あるいは地球温暖化や異常気象・自然災

害及び紛争などの不安定な社会情勢などにより、安定的な価格や品質及び十分な調達量を確保出来なくなった場合

には、当社グループの業績と財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

③為替変動のリスクについて 

 当社グループは、海外への事業展開を進める上で、輸出入取引をしておりますが、外貨建取引については為替レ

ートの変動の影響を受けることになります。このため、為替変動に対するリスクを軽減する目的として、為替予約

取引等を行い、リスクヘッジしておりますが、急激な為替変動があった場合には当社グループの業績と財政状態に

影響を与える可能性があります。 

 また、当社グループは、連結財務諸表作成のために在外子会社の財務諸表を円貨に換算しており、為替変動が当

社グループの業績と財政状態に影響を与える可能性があります。 

④知的財産権のリスクについて 

 当社グループの生産する自社製品は、知的財産権による保護を進めております。当社グループが保有する知的財

産権は、厳密な管理のもと、第三者の状況にも常に注意しております。 

 しかしながら、第三者の類似製品の発売等により自社製品のブランド価値が低下したり、あるいは将来において

第三者の知的財産権を侵害しているとされた場合には当社グループの業績と財政状態に悪影響を与える可能性があ

ります。 

⑤情報、管理システムのリスクについて 

 当社グループは、開発・生産・販売・物流等の情報をコンピューターにより管理しておりシステム上のトラブル

等に対して、適切なシステム管理体制を取り運営しております。また重要な情報の紛失、誤用、改ざん等を防止す

るため、システムを含め情報管理に対して適切なセキュリティ対策を実施しております。 

 しかしながら、不測の事態によるシステムダウンや不正アクセスによる被害、更に予期しない未知のウイルスの

侵入による感染拡大、内部機密の漏洩等が発生し、社会に対する信用低下やシステムが一定期間使用できなくなっ

た場合には、当社グループの業績と財政状態に悪影響を与える可能性があります。 
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 当社の企業集団は、当社、子会社18社、関連会社1社で構成されております。 

 その主な事業内容と当該事業に係わる関係会社の位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであり

ます。 

 （食品事業） 

 当社が主として製造・販売しておりますが、本国以外の地域にはRIKEVITA(SINGAPORE)PTE LTD、RIKEN VITAMIN 

EUROPE GmbH、RIKEN VITAMIN USA INC.、理研維他精化食品工業（上海）有限公司、理研維他亜細亜股份有限公司が

一部販売しております。 

 わかめ関連商品等は、理研食品㈱、大連理研瑪魯哈食品有限公司、理研食品（大連）有限公司で製造しておりま

す。 

 天津理研維他食品有限公司は主として餡製品を製造しております。 

 GUYMON EXTRACTS INC.は主としてポークエキス製品を製造しております。 

 食品用改良剤の一部は、RIKEVITA(MALAYSIA)SDN.BHD.及び天津理研維他食品有限公司で製造し、当社及びRIKEVITA

(SINGAPORE)PTE LTD、RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH、RIKEN VITAMIN USA INC.、理研維他精化食品工業（上海）有限

公司、理研維他亜細亜股份有限公司が販売しております。 

 加工食品用原料のうち農水産加工品は、青島福生食品有限公司が製造・販売しております。 

 栄研商事㈱は、当社製品を含めて食品用改良剤等を販売しております。 

  サニー包装㈱、進和食品㈱は、当社製品の小分包装をしております。 

 （化成品事業） 

 当社が主として製造・販売しているほか、RIKEVITA(MALAYSIA)SDN.BHD.、天津理研維他食品有限公司が製造し、当

社及びRIKEVITA(SINGAPORE)PTE LTD、RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH、RIKEN VITAMIN USA INC.、理研維他精化食品工

業（上海）有限公司、理研維他亜細亜股份有限公司が販売しております。 

また、当連結会計年度より㈱健正堂も製造を開始しております。  

 （ビタミン・その他事業） 

 当社が主としてビタミン類の製造・販売をしており、栄研商事㈱も当社製品を含め一部販売しております。本国以

外の地域にはRIKEVITA(SINGAPORE)PTE LTD、RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH、RIKEN VITAMIN USA.、理研維他精化食品

工業（上海）有限公司、理研維他亜細亜股份有限公司が一部販売しております。 

 電子精密部品は、㈱健正堂が製造・販売しておりましたが、当連結会計年度にて製造・販売を終了しております。

 以上に述べた事項を事業系統図で示すと、次のとおりであります。 

２．企業集団の状況
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関係会社の状況 

（１）連結子会社   

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．「議決権の所有又は被所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

３．上記のうち、特定子会社は理研食品㈱、RIKEVITA(MALAYSIA)SDN.BHD.、GUYMON EXTRACTS INC.、天津理研維他食品有限公司、青島福

生食品有限公司及び理研食品(大連)有限公司であります。 

４．上記は、有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。 

５．上記のうち、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超える連結子会社はありません。 

６．上記のうち、㈱健正堂は、当連結会計年度にてビタミン・その他事業から化成品事業へと事業の内容を変更しております。 

７．上記以外に、非連結子会社が２社、関連会社が１社あります。 

８．連結子会社でありました大連西山理研食品有限公司は、当連結会計年度において清算したため、連結の範囲から除いております。 

（２）その他の関係会社 

（注）有価証券報告書を提出しております。  

名称 住所 
資本金又

は出資金 
主要な事業の

内容 
議決権の所有又は

被所有割合(％) 
関係内容 

理研食品株式会社 
（注）３ 

東京都 

千代田区 
百万円

 80
食品事業 100.0

役員の兼任１名 
当社が季節資金貸付 
当社がわかめ商品、ドレッシング

製品を仕入 
当社が土地を貸与 

株式会社健正堂 
（注）６ 

埼玉県比企郡 
百万円

 20
化成品事業 100.0

役員の兼任１名 
当社が化成品の製造委託  

栄研商事株式会社 
東京都 

千代田区 
百万円

 10

食品事業

ビタミン・

その他事業 
100.0

役員の兼任１名 
食品を当社と仕入・販売 

サニー包装株式会社  
東京都 
千代田区  

百万円

   10
食品事業    100.0

当社が食品の小分け包装委託

当社が土地を貸与 

進和食品株式会社 静岡県沼津市 
百万円

 10
食品事業

63.3

(63.3)

 

当社が食品の小分け包装委託 
  

RIKEVITA(MALAYSIA)SDN.BHD. 
（注）３ 

マレーシア国 

ジョホール州 
万RM

 8,800

食品事業

化成品事業 
90.0

当社が食品改良剤及び化成品改良

剤を仕入  
当社が設備資金貸付 

RIKEVITA(SINGAPORE)PTE LTD シンガポール国 
百万S$

 2

食品事業

化成品事業 
ビタミン・

その他事業 

100.0
役員の兼任１名 
当社製品を販売 

RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH 
ドイツ国   

デュッセルドルフ市 
万EUR

 10

食品事業

化成品事業 
ビタミン・

その他事業 

100.0
役員の兼任１名 
当社製品を販売 

RIKEN VITAMIN USA INC. 
米国 

イリノイ州  
万US$

 50

食品事業

化成品事業 
ビタミン・

その他事業 

100.0
役員の兼任１名 
当社製品を販売 

GUYMON EXTRACTS INC. 
（注）３ 

米国 

オクラホマ州  
万US$

 600
食品事業 82.5

役員の兼任１名 
当社が食品原料を仕入 
当社が運転資金・設備資金貸付 

天津理研維他食品有限公司 
（注）３ 

中華人民共和国 

天津市 
万US$

 1,190

食品事業

化成品事業 
100.0 当社が餡製品を仕入 

青島福生食品有限公司 
（注）３ 

中華人民共和国 

山東省膠州市 
万元

 13,850
食品事業 100.0 当社が冷凍野菜を仕入 

大連理研瑪魯哈食品 

有限公司 
中華人民共和国 

大連市 
百万円

 250
食品事業

70.0

(70.0)

当社がわかめ商品を理研食品㈱を

通じて仕入 
理研食品(大連)有限公司 
（注）３ 

中華人民共和国 

大連市 
万US$

 450
食品事業

100.0

(100.0)

当社がわかめ商品を理研食品㈱を

通じて仕入 

理研維他精化食品工業 

(上海)有限公司 
中華人民共和国 

上海市 
万US$

 60

食品事業

化成品事業 
ビタミン・

その他事業 

100.0
役員の兼任１名 
当社製品を販売 

理研維他亜細亜股份 

有限公司 
中華民国(台湾) 

台北市 
百万NT$

 15

食品事業

化成品事業 
ビタミン・

その他事業 

100.0
役員の兼任１名 
当社製品を販売 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有又は

被所有割合(％)
関係内容 

キッコーマン株式会社 
（注） 

千葉県 
野田市 

百万円

 11,599

食料品製造・販売

及びその他事業 
被所有

 33.54
資本業務提携 
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(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「社会に対し、食を通じて健康と豊かな食生活を提供する」という経営理念のもと、創業以来一貫して

天然物の有効利用を基本方針に、独自の技術力・開発力を通して食品・化成品・ビタミンの分野において多彩な製

品を創り出し、日本のみならず世界各地にお届けしてまいりました。 

グローバル化が急速に進み、国内外の経営環境が大きく変化する中で世界的な大競争時代を乗り切るため、今後

においても、グループ各社との緊密な連携下、付加価値型の収益基盤の強化を継続して推し進めるとともに、事業

環境・経済情勢の変化に応じた機動的な意思決定を行うことにより、スピード感のある経営を目指してまいりま

す。 

さらには、法令および倫理遵守の実践により、社会の信頼に応える公正で透明性の高いコンプライアンス経営体

制を強化してまいります。 

先行き不透明かつ不安定な時代にあってこそ、基本方針を堅持し、「信頼に足りうるおいしさと安全な製品づく

り」を通して社会に貢献するとともに、持続的な成長が可能な強い企業体質を構築し、価値製造企業を目指して不

断の努力を続けてまいります。  

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、平成21年４月から平成24年３月までの３年間を対象とする中期経営計画を策定し、その 終年

度である平成24年３月期において、連結売上高850億円・営業利益51億円を達成することを目標としております。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

米国の金融危機に端を発した国内外経済の急激な変化については、一部に持ち直しの兆しが見えるものの、依然

として厳しい状況が続いております。 

先行き不透明かつ不安定な経済情勢下にあっても、収益の確保と持続的成長が可能な強い企業体質を構築し、さ

らなる企業価値向上を目指すべく、当社グループが策定し、昨年５月に公表した「中期経営計画」（平成21年４月

～平成24年３月）の基本方針・基本戦略・事業戦略は、次のとおりであります。  

《１》グループ経営の推進により、事業基盤を強化し、グローバルなフィールドでの成長を図り、さらなる企業価

値向上を目指す。 

《２》独自技術の活用と、事業の選択と集中を徹底し、高付加価値製品の追求により、企業体質の強化を目指す。

《３》コンプライアンス精神を重視した事業活動のもと、安全な製品を提供する環境重視の経営により、社会に信

頼される企業を目指す。  

＜１＞［開発］  

①新規需要創造に結びつく用途開発とその提案  

②新市場創出に繋がる独自性豊かな新商品開発と新技術開発  

＜２＞［生産］  

①安全で適正コストの製品を安定して供給する生産体制のさらなる高度化  

②事業の成長戦略に対応した生産体制の構築（生産拠点強化と再編成）  

＜３＞［営業］  

顧客満足度の向上を志向した科学的戦略的営業行動の一層の推進  

＜４＞［国際］  

将来を見据えたグローバルワイドでの事業展開の一層の推進  

＜５＞［管理］  

時代の要請に応えるガバナンス体制の一層の充実  

３．経営方針

基本方針 

基本戦略 
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＜１＞コア事業の強化と確実な成長の実現  

－国内および海外市場戦略の明確化と事業推進計画の実現－  

①改良剤事業の成長の加速化  

②天然エキス調味料事業の一段の強化・推進  

③ドレッシング事業の一層の基盤強化・推進  

④海藻事業のブランド強化と再成長へのシナリオ推進  

⑤健康食品事業の拡大成長と収益向上  

＜２＞グループ内の事業再編  

①成長分野での事業拡大  

②収益改善を要する分野への適切な対応 

＜３＞アライアンス・パートナーとの事業推進  

事業戦略 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  10,963 ※1  13,379

受取手形及び売掛金 17,629 17,990

有価証券 1,312 813

商品及び製品 5,450 5,879

仕掛品 3,399 3,043

原材料及び貯蔵品 4,209 5,337

繰延税金資産 806 886

その他 1,179 1,446

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 44,940 48,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  11,455 11,435

機械装置及び運搬具（純額） 8,908 8,030

工具、器具及び備品（純額） 653 649

土地 ※1  2,694 2,575

建設仮勘定 369 554

有形固定資産合計 ※2  24,081 ※2  23,245

無形固定資産   

ソフトウエア 266 186

その他 594 661

無形固定資産合計 861 847

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※3  8,542 ※1, ※3  9,860

長期貸付金 72 64

繰延税金資産 80 89

その他 ※3  1,587 ※3  1,211

貸倒引当金 △7 △20

投資その他の資産合計 10,274 11,204

固定資産合計 35,216 35,297

資産合計 80,157 84,063
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  7,983 ※1  7,922

短期借入金 ※1  6,418 ※1  7,509

未払費用 3,365 3,325

未払法人税等 552 1,304

賞与引当金 764 770

役員賞与引当金 26 28

その他 1,078 2,010

流動負債合計 20,189 22,872

固定負債   

長期借入金 1,143 959

繰延税金負債 1,113 1,620

退職給付引当金 727 1,106

その他 1,206 1,232

固定負債合計 4,191 4,918

負債合計 24,381 27,790

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,537 2,537

資本剰余金 2,466 2,466

利益剰余金 49,668 51,442

自己株式 △67 △2,578

株主資本合計 54,605 53,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,911 2,852

繰延ヘッジ損益 △10 15

為替換算調整勘定 △1,110 △854

評価・換算差額等合計 789 2,013

少数株主持分 381 391

純資産合計 55,776 56,272

負債純資産合計 80,157 84,063
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 78,915 76,550

売上原価 ※1, ※2  56,994 ※1, ※2  52,897

売上総利益 21,920 23,653

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  19,062 ※2, ※3  18,798

営業利益 2,857 4,854

営業外収益   

受取利息 84 44

受取配当金 292 263

受取賃貸料 57 46

その他 76 160

営業外収益合計 511 514

営業外費用   

支払利息 438 358

為替差損 205 －

その他 60 56

営業外費用合計 704 415

経常利益 2,664 4,953

特別利益   

固定資産売却益 ※4  70 ※4  33

投資有価証券売却益 － 29

補助金収入 － 73

特別利益合計 70 136

特別損失   

固定資産売却損 － ※5  88

固定資産除却損 ※6  77 ※6  190

たな卸資産処分損 － 69

投資有価証券評価損 136 80

減損損失 － ※7  323

その他 13 44

特別損失合計 227 797

税金等調整前当期純利益 2,508 4,292

法人税、住民税及び事業税 1,090 1,903

法人税等調整額 △60 △184

法人税等合計 1,030 1,718

少数株主損失（△） △31 △11

当期純利益 1,509 2,584
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,537 2,537

当期末残高 2,537 2,537

資本剰余金   

前期末残高 2,466 2,466

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 2,466 2,466

利益剰余金   

前期末残高 48,767 49,668

当期変動額   

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,509 2,584

連結範囲の変動 170 －

当期変動額合計 901 1,773

当期末残高 49,668 51,442

自己株式   

前期末残高 △63 △67

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △2,510

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △3 △2,510

当期末残高 △67 △2,578

株主資本合計   

前期末残高 53,707 54,605

当期変動額   

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,509 2,584

自己株式の取得 △4 △2,510

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 170 －

当期変動額合計 897 △736

当期末残高 54,605 53,868
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,932 1,911

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,021 940

当期変動額合計 △2,021 940

当期末残高 1,911 2,852

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 54 △10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 26

当期変動額合計 △65 26

当期末残高 △10 15

為替換算調整勘定   

前期末残高 367 △1,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,478 255

当期変動額合計 △1,478 255

当期末残高 △1,110 △854

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,354 789

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,564 1,223

当期変動額合計 △3,564 1,223

当期末残高 789 2,013

少数株主持分   

前期末残高 494 381

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 9

当期変動額合計 △112 9

当期末残高 381 391

純資産合計   

前期末残高 58,556 55,776

当期変動額   

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,509 2,584

自己株式の取得 △4 △2,510

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 170 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,677 1,232

当期変動額合計 △2,780 496

当期末残高 55,776 56,272
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,508 4,292

減価償却費 3,660 3,412

減損損失 － 323

固定資産除却損 77 156

たな卸資産処分損 － 69

投資有価証券評価損益（△は益） 136 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 14

賞与引当金の増減額（△は減少） △8 5

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △70 379

受取利息及び受取配当金 △377 △307

支払利息 438 358

為替差損益（△は益） 44 0

有形固定資産売却損益（△は益） △56 48

売上債権の増減額（△は増加） 1,042 △196

たな卸資産の増減額（△は増加） △551 △1,233

仕入債務の増減額（△は減少） △682 △86

その他 △346 △32

小計 5,808 7,288

利息及び配当金の受取額 375 312

利息の支払額 △353 △389

法人税等の支払額 △1,049 △1,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,781 6,029

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 △1,612 △2,122

有形固定資産の売却による収入 90 100

無形固定資産の取得による支出 △22 △101

投資有価証券の取得による支出 △1,457 △829

投資有価証券の売却による収入 － 1,015

投資有価証券の償還による収入 500 500

貸付けによる支出 △2 △0

貸付金の回収による収入 11 8

その他 6 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,487 △1,730

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） 362 1,088

長期借入れによる収入 － 174

長期借入金の返済による支出 △260 △419

配当金の支払額 △778 △810

少数株主への配当金の支払額 △1 －

自己株式の取得による支出 － △2,510

その他 88 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー △590 △2,521

現金及び現金同等物に係る換算差額 △329 38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,373 1,816

現金及び現金同等物の期首残高 ※1  10,081 ※1  11,486

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 31 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  11,486 ※1  13,303
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 項目  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

１.連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    17社 連結子会社の数    16社 

   連結子会社の名称 

・理研食品㈱  

・㈱健正堂  

・栄研商事㈱  

・RIKEVITA(MALAYSIA)SDN.BHD.  

・RIKEVITA(SINGAPORE)PTE LTD  

・RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH 

・RIKEN VITAMIN USA INC.  

・GUYMON EXTRACTS INC.  

・理研維他精化食品工業（上海）有限公司

・天津理研維他食品有限公司 

・青島福生食品有限公司  

・進和食品㈱ 

・大連理研瑪魯哈食品有限公司  

・大連西山理研食品有限公司 

・理研維他亜細亜股份有限公司  

・理研食品（大連）有限公司 

・サニー包装㈱  

 主要な連結子会社名は、「２．企業

集団の状況 関係会社の状況」に記載

しているため、省略しております。 

   なお、サニー包装㈱は、重要性が増

したため、当連結会計年度より連結子

会社に含めております。 

 なお、大連西山理研食品有限公司

は、当連結会計年度において清算した

ため、連結の範囲から除いておりま

す。 

  

２.連結子会社の事業年度等に

関する事項  

連結子会社の決算日が連結決算日と 

異なる会社は次のとおりであります。 

連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。 

  

連結財務諸表の作成にあたっては、連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使用

しております。 

但し、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。  

 GUYMON EXTRACTS INC.  12  月末日

 天津理研維他食品有限公司  12  月末日

 青島福生食品有限公司 12 月末日

 大連理研瑪魯哈食品有限公司  12 月末日

 大連西山理研食品有限公司  12 月末日

 理研維他精化食品工業(上海) 

 有限公司 
 12 月末日

 進和食品㈱  2 月末日

 理研食品(大連)有限公司  12 月末日   

同左 

  

 GUYMON EXTRACTS INC.  12  月末日

 天津理研維他食品有限公司  12  月末日

 青島福生食品有限公司 12 月末日

 大連理研瑪魯哈食品有限公司  12 月末日

 理研維他精化食品工業(上海) 

 有限公司 
 12 月末日

 進和食品㈱  2 月末日

 理研食品(大連)有限公司  12 月末日
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なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省

略しております。  

 項目  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

３.会計処理基準に関する事項  

重要な引当金の計上基準 

  

退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。  

退職給付引当金 

同左 

  

  

  過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処

理しております。 

  

  

  

  

  

  数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法によりそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理しておりま

す。 

  

  

  

  

  

   (会計方針の変更) 

当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。  

なお、これによる営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

────── 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

  

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

  なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。 

────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日  

  至 平成22年３月31日） 

 （連結貸借対照表）      

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

4,932百万円、3,000百万円、5,207百万円であります。

────── 

  

 （連結損益計算書）  （連結損益計算書） 

１. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「和解

金」（当連結会計年度は22百万円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。 

１.        ────── 

２. 前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて

表示しておりました「固定資産売却益」は、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産売却益」は0百万円であります。   

２.        ────── 

３. 前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「投資有価証券評価損」は、特別

損失の総額の100分の10を超えたため区分掲記してお

ります。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券評価損」は7百万円であります。   

３. 前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「固定資産売却損」は、特別損失

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しておりま

す。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産売却損」は 百万円であります。 13

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１. 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券評価損益（△は益）」は、前連結会計年度は、「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券評価損益（△は益）」は7百万円であ

ります。 

１.        ────── 

２. 営業活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資

産売却損益（△は益）」は、前連結会計年度は「その

他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「有形固定資産売却損益（△は益）」は24百万円であ

ります。 

２.         ────── 

３.         ────── ３. 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

取得による支出」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「自己株式の取得による支出」は△4百万円でありま

す。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

担保資産に対応する債務 

投資有価証券 1,156百万円 

建物 65   

土地 94   

定期預金 35   

計 1,351   

短期借入金 2,030百万円 

買掛金 61   

計 2,091   

担保に供している資産 

担保資産に対応する債務 

投資有価証券 1,399百万円 

定期預金 35   

計 1,434   

短期借入金 1,600百万円 

買掛金 59   

計 1,659   

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 45,036百万円 

  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  46,545百万円 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の 

   とおりであります。 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の 

   とおりであります。  

  

投資有価証券（株式） 

投資その他の資産その他（出資金） 

0

13

百万円 

百万円 

  

投資有価証券（株式） 

投資その他の資産その他（出資金） 

0

13

百万円 

百万円 

 ４ 偶発債務 

保証債務 

 ４ 偶発債務 

保証債務 

(1)勤労者財産形成促進法に基づく従業員の銀行 

  からの借入金に対する保証 9百万円 

(1)勤労者財産形成促進法に基づく従業員の銀行 

  からの借入金に対する保証 8百万円 

(2)関係会社の借入金に対する保証 (2)関係会社の借入金に対する保証 

  

  新研産業㈱  303百万円 

  

  新研産業㈱  292百万円 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損38百万円が売上原価に

含まれております。  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損228百万円が売上原価

に含まれております。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

   2,797百万円  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

   2,803百万円  

※３ 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な 

   費目及び金額は次のとおりであります。  

※３ 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な 

   費目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 792百万円 

販売促進費 2,156   

運送保管料 4,569   

貸倒引当金繰入額 4  

給料手当・賞与 3,106   

賞与引当金繰入額 313   

役員賞与引当金繰入額 26   

退職給付費用 234   

減価償却費  194  

研究開発費 2,797   

広告宣伝費 804百万円 

販売促進費 2,406   

運送保管料 4,213   

貸倒引当金繰入額 14  

給料手当・賞与 3,091   

賞与引当金繰入額 319   

役員賞与引当金繰入額 26   

退職給付費用 438   

減価償却費  227  

研究開発費 2,803   

※４ 固定資産売却益の内容   

 土地  70百万円  

※４ 固定資産売却益の内容        

 建物及び構築物   30百万円  

 機械装置及び運搬具  2  
 工具、器具及び備品  0  

 計  33  

 ５         ──────  

  

※５ 固定資産売却損の内容  

 建物及び構築物   10百万円  

 機械装置及び運搬具  68  

 工具、器具及び備品  2  
 その他 6  

 計  88  

※６ 固定資産除却損の内容  

 建物及び構築物   31百万円  

 機械装置及び運搬具  43  

 工具、器具及び備品  2  
 ソフトウェア  0  

 計  77  

※６ 固定資産除却損の内容  

 建物及び構築物   60百万円  

 機械装置及び運搬具  79  

 工具、器具及び備品  12  

 ソフトウェア 3  
 解体撤去費用 33  

 計  190  

 ７         ──────  

  

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しております。 

  

当社グループの資産グルーピングは、賃貸資産及

び遊休資産においては個別物件単位で、事業用資産

においては管理会計上の区分を基準に、工場単位に

よって行なっております。 

会社名  場所 用途  種類  減損損失

        (百万円)

理研ビタミン㈱  
  

新潟県
北蒲原郡  

遊休資産 土地  137

㈱健正堂  
  

埼玉県 

比企郡  
遊休資産 

機械及び

装置 
11

RIKEVITA(MALAYSIA)

SDN.BHD  
マレーシア国
ジョホール州

遊休資産 
機械及び

装置 
175

  このうち遊休状態にあり今後の使用目処がたって

いない当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失323百万円として特別損

失に計上いたしました。 

  なお、当社が保有する土地については不動産鑑定

評価額に基づき算定し、また、国内および海外子会

社が保有する機械及び装置については売却見込み額

により算定しております。 

理研ビタミン㈱　（4526）　平成22年3月期決算短信

-22-



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の買取による増加         1千株 

   普通株式の自己株式の株式数の減少の内訳は、次のとおりであります。 

    単元未満株式の売却による減少        0千株 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（注）１株当たり配当額の内訳は、次のとおりであります。 

    普通配当 16円50銭 

    記念配当   2円00銭     

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
 株式数（千株） 

当連結会計年度増加 
 株式数（千株） 

当連結会計年度減少 
 株式数（千株） 

当連結会計年度末 
 株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  23,652  －  －  23,652

合計  23,652  －  －  23,652

自己株式         

普通株式（注）  43  1  0  44

合計  43  1  0  44

 決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり  
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年5月14日 

取締役会 
普通株式  389  16.50 平成20年3月31日 平成20年6月11日 

平成20年10月28日 

取締役会 
普通株式  389  16.50 平成20年9月30日 平成20年12月9日 

 決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成21年5月14日 

取締役会 
普通株式  436 利益剰余金   18.50 平成21年3月31日 平成21年6月10日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

    自己株式立会外買付取引による増加     947千株 

    単元未満株式の買取による増加         0千株  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 (注）平成21年５月14日取締役会決議による１株当たり配当額の内訳は、次のとおりであります。 

        普通配当 円 銭 

        記念配当   円00銭  

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    

  
前連結会計年度末 
 株式数（千株） 

当連結会計年度増加 
 株式数（千株） 

当連結会計年度減少 
 株式数（千株） 

当連結会計年度末 
 株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  23,652  －  －  23,652

合計  23,652  －  －  23,652

自己株式         

普通株式（注）  44  947  －  991

合計  44  947  －  991

 決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり  
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年5月14日 

取締役会 
普通株式  436  18.50 平成21年3月31日 平成21年6月10日 

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式  373  16.50 平成21年9月30日 平成21年12月9日 

16 50

2

 決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成22年5月25日 

取締役会（予定） 
普通株式  441 利益剰余金   19.50 平成22年3月31日 平成22年6月10日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

   至 平成21年３月31日）   

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日  

   至 平成22年３月31日）   

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,963百万円 

有価証券勘定 812   

 計  11,775  

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
△289  

現金及び現金同等物 11,486  

現金及び預金勘定 13,379百万円 

有価証券勘定 813   

 計  14,192  

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
△889  

現金及び現金同等物 13,303  
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リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、賃貸等不動産、関連当事者情報に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

                                          

（開示の省略）

（退職給付関係）

    

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度、退職一時金制度及び複数事業

主制度による企業年金に加盟しております。また、一

部の国内連結子会社では、中小企業退職金共済制度を

採用しております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

(平成20年３月31日現在)

（単位：百万円)

  

(2)制度全体に占める当社及び一部子会社の掛金拠出割合  

      (自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日)

  ％

  

(3)補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債

務残高 百万円および当年度不足金 百万円

から別途積立金 百万円を控除した額でありま

す。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は償却残余

期間を10年10月とする(平成20年３月末時点)元利均等

方式であり、当社グループは当期の連結財務諸表上、

特別掛金 百万円を費用処理しております。 

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担

割合とは一致いたしません。 

年金資産の額  443,078

年金財政計算上の給付債務の額  534,614

差引額  △91,536

1.4

57,689 76,103

52,152

257

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度、退職

一時金制度及び複数事業主制度による企業年金に加盟

しております。また、一部の国内連結子会社では、中

小企業退職金共済制度を採用しております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

(平成21年３月31日現在)

（単位：百万円)

  

(2)制度全体に占める当社及び一部子会社の掛金拠出割合  

      (自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日)

  ％

  

(3)補足説明 

上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債

務残高 百万円および当年度不足金 百万

円に前年度からの繰越不足金 百万円を合計した

額であります。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は償却残余

期間を９年10月とする(平成21年３月末時点)元利均等

方式であり、当社グループは当期の連結財務諸表上、

特別掛金 百万円を費用処理しております。 

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担

割合とは一致いたしません。 

年金資産の額  345,452

年金財政計算上の給付債務の額  539,448

差引額  △193,996

1.4

53,210 100,455

23,950

259

    

２. 退職給付債務に関する事項 ２. 退職給付債務に関する事項 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

  (単位：百万円)

イ 退職給付債務 △12,708

ロ 年金資産 9,198

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △3,509

ニ 未認識数理計算上の差異 2,782

ホ 未認識過去勤務債務の額 －

ヘ 連結貸借対照表計上額純額 

（ハ＋ニ＋ホ） 
△727

ト 前払年金費用 －

チ 退職給付引当金（ヘ－ト） △727

  (単位：百万円)

イ 退職給付債務 △11,582

ロ 年金資産 9,585

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,997

ニ 未認識数理計算上の差異 1,673

ホ 未認識過去勤務債務の額 △782

ヘ 連結貸借対照表計上額純額 

（ハ＋ニ＋ホ） 
△1,106

ト 前払年金費用 －

チ 退職給付引当金（ヘ－ト） △1,106

理研ビタミン㈱　（4526）　平成22年3月期決算短信

-25-



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

   至 平成22年３月31日) 

３. 退職給付費用に関する事項 ３. 退職給付費用に関する事項 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

(単位：百万円)

イ 勤務費用 554

ロ 利息費用 310

ハ 期待運用収益 △375

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 △123

ホ 過去勤務債務の費用処理額 －

ヘ 複数事業主制度による企業年金の

年金掛金 
257

ト 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
623

(単位：百万円)

イ 勤務費用 521

ロ 利息費用 287

ハ 期待運用収益 △215

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 423

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △195

ヘ 複数事業主制度による企業年金の

年金掛金 
259

ト 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
1,079

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、翌連結会計年度から費用

処理することとしております。） 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.5％

ハ 期待運用収益率 主として ％3.5

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 ５年

同左 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.5％

ハ 期待運用収益率 主として ％2.5

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年

ホ 数理計算上の差異の処理年数     ５年

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日）  

当連結会計年度 
（平成22年３月31日）  

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産    

賞与引当金 308百万円 

未払費用 316     

退職給付引当金 270     

税務上の繰越欠損金 103     

減損損失 59     

たな卸資産評価損 69     

その他 248     

繰延税金資産 小計 1,376     

評価性引当額 △257     

繰延税金資産 合計 1,118     

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 1,298     

在外子会社の留保利益 40     

その他 31     

繰延税金負債 合計 1,370     

繰延税金負債の純額 251     

繰延税金資産    

賞与引当金 313百万円 

未払費用 324     

退職給付引当金 449     

税務上の繰越欠損金 249     

減損損失 163     

たな卸資産評価損 85     

その他 299     

繰延税金資産 小計 1,884     

評価性引当額 △529     

繰延税金資産 合計 1,355     

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 1,928     

在外子会社の留保利益 101     

その他 29     

繰延税金負債 合計 2,059     

繰延税金負債の純額 703     

    

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 806

流動負債－その他(繰延税金負債) 23

固定資産－繰延税金資産 80

固定負債－繰延税金負債 1,113

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 886

流動負債－その他(繰延税金負債) 59

固定資産－繰延税金資産 89

固定負債－繰延税金負債 1,620

    

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳      

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

  

２.          同左 
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 前連結会計年度(自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日)                            

   

        当連結会計年度(自 平成21年４月１日  至 平成22年３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. 各事業区分の主要製品 

３.  資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は23,003百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び繰延税金資産等でありま

す。 

４. 減価償却費にはのれんの償却額36百万円が含まれております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
食品事業 

 (百万円)  
化成品事業 
 (百万円)  

ビタミン・
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)  

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  66,286  6,475  6,153  78,915    －  78,915

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  66,286  6,475  6,153  78,915    －  78,915

営業費用  64,039  6,139  5,878  76,057  －  76,057

営業利益  2,246  336  275  2,857  －  2,857

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

    資本的支出 
            

資産  51,455  4,864  4,493  60,812  19,344  80,157

減価償却費  2,997  430  268  3,696   －  3,696

資本的支出  1,283  183  133  1,599   －  1,599

  
食品事業 

 (百万円)  
化成品事業 
 (百万円)  

ビタミン・
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)  

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  64,657  6,392  5,499  76,550    －  76,550

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  64,657  6,392  5,499  76,550    －  76,550

営業費用  60,318  5,965  5,411  71,695  －  71,695

営業利益  4,339  427  87  4,854  －  4,854

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

    資本的支出 
            

資産  51,451  5,877  3,730  61,059  23,003  84,063

減価償却費  2,809  399  239  3,448   －  3,448

資本的支出  2,101  619  170  2,891   －  2,891

 事業区分 事業内容  主な製品群  

食品事業 家庭用食品 ドレッシング、わかめ製品、レトルト食品、和風調味料、マヨネーズタイプ調味料 

  業務用食品 わかめ製品、調味料、レトルト食品、ドレッシング、たれ・ソース類 

  加工食品用原料 エキス・調味料類、麺用スープ、健康食品、わかめ製品、農水産加工品 

  食品用改良剤 食品用改良剤、食品用乳化剤、天然色素 

化成品事業 化成品 工業用改良剤、滑剤、流滴剤、防曇剤 

ビタミン・ 

その他事業 

  

ビタミン類 医薬・化粧用・食品用ビタミン、工業用薬品、飼料添加物 

精密部品 

その他 
電気・電子機器の精密部品、飼料用油脂 

理研ビタミン㈱　（4526）　平成22年3月期決算短信

-28-



前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日）                 

 当連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日）                          

（注）１.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……中国、マレーシア、シンガポール、台湾 

その他……ドイツ、米国 

３.資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は23,003百万円であり、その主なものは、親会社での

余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び繰延税金資産等であります。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）                     

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）                       

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

   欧米…………………米国、ヨーロッパ諸国 

   アジアその他………中国、韓国、台湾、東南アジア諸国、オセアニア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

(百万円) 
アジア 

(百万円) 
その他 

(百万円) 
計 

(百万円) 
消去又は全社 

(百万円) 
連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  65,966  9,475  3,472  78,915  －  78,915

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,000  5,247  504  6,752  (6,752)  －

計  66,967  14,722  3,977  85,667  (6,752)  78,915

営業費用  64,498  14,473  3,893  82,865  (6,808)  76,057

営業利益  2,468  249  83  2,801  56  2,857

Ⅱ 資産  43,733  15,321  1,758  60,812  19,344  80,157

  
日本 

(百万円) 
アジア 

(百万円) 
その他 

(百万円) 
計 

(百万円) 
消去又は全社 

(百万円) 
連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  64,649  8,889  3,011  76,550  －  76,550

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 927  4,466  597  5,992  (5,992)  －

計  65,577  13,356  3,609  82,542  (5,992)  76,550

営業費用  61,568  12,729  3,492  77,790  (6,095)  71,695

営業利益  4,008  626  117  4,752  102  4,854

Ⅱ 資産  42,500  16,768  1,789  61,059  23,003  84,063

ｃ．海外売上高

  欧米 アジアその他 計   

Ⅰ 海外売上高（百万円）   6,669  5,499  12,169   

Ⅱ 連結売上高（百万円）        78,915   

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 （％） 
 8.4  7.0  15.4   

  欧米 アジアその他 計   

Ⅰ 海外売上高（百万円）   5,504  5,331  10,835   

Ⅱ 連結売上高（百万円）        76,550   

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 （％） 
 7.2  7.0  14.2   
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 （注）１.   前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。 

２.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日  

  至 平成22年３月31日）  

１株当たり純資産額 2,346円44銭

１株当たり当期純利益金額 63円94銭

１株当たり純資産額 2,466円01銭

１株当たり当期純利益金額 円 銭112 48

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日）

 １株当たり当期純利益金額            

 当期純利益（百万円）  1,509  2,584

 普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,509  2,584

普通株式の期中平均株式数（株）  23,608,634  22,976,443
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 （単位：百万円）  

 （注）食品事業セグメントの各事業内容は次のとおりであります。 

 家 庭 用 食 品・・・一般家庭向け加工食品  
 業 務 用 食 品・・・業務用市場向け加工食品 
 加工食品用原料・・・食品業界・大口需要家向け加工食品用原料・素材 
 食 品 用 改 良 剤・・・食品業界向け食品用改良剤 

当社グループの主な取り扱い商品群 

該当事項はありません。 

（販売の状況）

  
前連結会計年度  

 （自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
 （自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

  
対前年比 

  

 区 分  金 額  構成比  金 額  構成比  金 額  前年比

    ％   ％   ％ 

 食品事業  66,286  84.0  64,657  84.4     △1,628     97.5

   家庭用食品  17,276  21.9  16,868  22.0  △407  97.6

   業務用食品  11,316  14.3  11,181  14.6  △135  98.8

  加工食品用原料  16,899  21.4  16,298  21.3  △600  96.4

  食品用改良剤  20,794  26.4  20,309  26.5  △484  97.7

 化成品事業  6,475  8.2  6,392  8.4  △82  98.7

 ビタミン・その他事業  6,153  7.8  5,499  7.2  △653  89.4

  ビタミン事業  4,890  6.2  4,695  6.1  △194  96.0

  電子精密部品他  1,263  1.6  804  1.1  △459  63.7

 合 計  78,915  100.0     76,550  100.0  △2,364  97.0

 事 業  区 分  主 要 品 群  用 途 

 食品事業 
  
  

 家庭用食品 
  
  

 ドレッシング類
 (リケンのノンオイル） 
 和風だしの素類      

 乾燥わかめ
 (ふえるわかめちゃん) 
 海草サラダ類 

 一般家庭向け  
  
   

    
（化学調味料無添加素材力

 本かつおだし）
 中華レトルト類(中華百選) 

 生わかめ類、生食めかぶ
 わかめスープ類 
 わかめご飯類  

 

   業務用食品  和風調味料類  乾燥わかめ  料飲食店用料理素材 
     中華調味料類  （ふえるわかめ花ざいく）  料飲食店用調味料・スープ

     洋風調味料類  海草サラダ類  集団事業所給食用 
     米飯調味料類  生わかめ類  学校給食用 
     ドレッシング類  わかめご飯類  

     たれ・ソース類    

   加工食品用原料  麺用スープ類  乾燥フレークわかめ  加工食品原料・素材 
     粉末・液体調味料  惣菜用調味わかめ具材  即席及び麺用スープ・ソース

     スナック調味料  調理海草類  惣菜用具材 
     たれ・ソース類  乾燥食品  惣菜用調味料・スープ 等

     エキス類  冷凍野菜類  栄養補助食品 
     健康食品   水産加工品    
       餡製品  

        梅加工品    
   食品用改良剤  食品用乳化剤類  乳化油脂類  パン、アイスクリーム、マーガリン、

     機能性油脂類    豆腐、麺、水練品、飲料等

     加工油脂類    その他加工食品全般 
     天然色素・甘味料類    色素製剤 
 化成品事業  工業用改良剤  プラスチック用添加剤類    プラスチックの流滴剤・滑剤

     食品包装用添加剤類    ＰＶＣ工業用滑剤 
         ＰＯラップ用防曇剤 
         食品包装用ラップ 
 ビタミン・  ビタミン類  医薬用ビタミンＡ，Ｅ  工業用薬品  医薬用（生理活性剤） 
 その他事業    化粧用ビタミンＡ，Ｅ  飼料用添加物  化粧用（生理活性剤） 
     食品用ビタミンＥ    食品用（抗酸化剤、健康食品用）

   精密部品その他  電気・電子機器の精密部品    

     飼料用油脂     

     洗剤     

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,371 10,080

受取手形 1,282 1,325

売掛金 14,277 14,743

有価証券 1,312 813

商品及び製品 3,234 2,941

仕掛品 1,494 1,358

原材料及び貯蔵品 2,180 1,889

前渡金 1 6

前払費用 226 236

未収入金 472 515

繰延税金資産 687 749

その他 278 267

貸倒引当金 △0 △2

流動資産合計 32,820 34,926

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,437 5,696

構築物（純額） 335 318

機械及び装置（純額） 3,712 3,543

車両運搬具（純額） 40 27

工具、器具及び備品（純額） 344 386

土地 2,269 2,308

建設仮勘定 4 14

有形固定資産合計 12,144 12,294

無形固定資産   

特許権 5 3

借地権 228 228

商標権 0 0

ソフトウエア 181 134

施設利用権 1 1

電話加入権 18 18

無形固定資産合計 436 387

投資その他の資産   

投資有価証券 7,731 8,785

関係会社株式 4,908 5,169

関係会社出資金 3,028 3,028

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 11 9

関係会社長期貸付金 1,526 1,112

破産更生債権等 － 7

差入保証金 616 614

長期預金 700 400

その他 15 15

貸倒引当金 △3 △11

投資その他の資産合計 18,535 19,131

固定資産合計 31,116 31,813

資産合計 63,936 66,739
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 880 838

買掛金 5,891 5,801

短期借入金 2,200 2,200

リース債務 2 22

未払金 282 598

未払費用 2,758 2,820

未払法人税等 350 1,238

未払消費税等 111 202

預り金 43 42

賞与引当金 632 640

役員賞与引当金 21 22

設備関係支払手形 41 390

その他 4 9

流動負債合計 13,221 14,828

固定負債   

リース債務 12 78

繰延税金負債 1,076 1,554

退職給付引当金 496 857

長期預り保証金 898 940

その他 169 108

固定負債合計 2,653 3,539

負債合計 15,874 18,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,537 2,537

資本剰余金   

資本準備金 2,465 2,465

その他資本剰余金 1 1

資本剰余金合計 2,466 2,466

利益剰余金   

利益準備金 634 634

その他利益剰余金   

配当準備積立金 105 105

固定資産圧縮積立金 4 4

別途積立金 38,258 39,258

繰越利益剰余金 2,220 3,102

利益剰余金合計 41,222 43,104

自己株式 △67 △2,578

株主資本合計 46,159 45,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,907 2,846

繰延ヘッジ損益 △5 △5

評価・換算差額等合計 1,902 2,840

純資産合計 48,061 48,371

負債純資産合計 63,936 66,739
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 52,337 51,790

商品売上高 13,813 13,752

売上値引及び戻り高 2,927 2,787

売上高合計 63,223 62,755

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,417 2,220

当期製品製造原価 36,049 34,202

合計 38,467 36,423

製品期末たな卸高 2,220 2,264

製品売上原価 36,246 34,159

商品売上原価   

商品期首たな卸高 485 1,013

当期商品仕入高 10,004 8,794

合計 10,490 9,807

商品期末たな卸高 1,013 677

商品売上原価 9,476 9,130

売上原価合計 45,723 43,289

売上総利益 17,499 19,465

販売費及び一般管理費 15,634 15,741

営業利益 1,865 3,724

営業外収益   

受取利息 149 109

有価証券利息 13 7

受取配当金 626 485

受取賃貸料 103 109

雑収入 47 93

営業外収益合計 941 804

営業外費用   

支払利息 152 126

為替差損 46 －

雑損失 32 23

営業外費用合計 231 149

経常利益 2,575 4,380
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 70 －

投資有価証券売却益 － 29

補助金収入 － 54

特別利益合計 70 84

特別損失   

固定資産除却損 55 99

投資有価証券評価損 136 80

減損損失 － 137

その他 － 11

特別損失合計 191 328

税引前当期純利益 2,453 4,135

法人税、住民税及び事業税 774 1,655

法人税等調整額 57 △212

法人税等合計 831 1,443

当期純利益 1,621 2,692
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,537 2,537

当期末残高 2,537 2,537

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,465 2,465

当期末残高 2,465 2,465

その他資本剰余金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 1 1

資本剰余金合計   

前期末残高 2,466 2,466

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 2,466 2,466

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 634 634

当期末残高 634 634

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 105 105

当期末残高 105 105

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 5 4

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 4 4

別途積立金   

前期末残高 37,258 38,258

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 38,258 39,258
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,377 2,220

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,621 2,692

当期変動額合計 △156 882

当期末残高 2,220 3,102

利益剰余金合計   

前期末残高 40,379 41,222

当期変動額   

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,621 2,692

当期変動額合計 842 1,881

当期末残高 41,222 43,104

自己株式   

前期末残高 △63 △67

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △2,510

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △3 △2,510

当期末残高 △67 △2,578

株主資本合計   

前期末残高 45,320 46,159

当期変動額   

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,621 2,692

自己株式の取得 △4 △2,510

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 839 △629

当期末残高 46,159 45,530
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,927 1,907

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,019 938

当期変動額合計 △2,019 938

当期末残高 1,907 2,846

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △11 △5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △0

当期変動額合計 5 △0

当期末残高 △5 △5

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,915 1,902

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,013 938

当期変動額合計 △2,013 938

当期末残高 1,902 2,840

純資産合計   

前期末残高 49,236 48,061

当期変動額   

剰余金の配当 △779 △810

当期純利益 1,621 2,692

自己株式の取得 △4 △2,510

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,013 938

当期変動額合計 △1,174 309

当期末残高 48,061 48,371
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 該当事項はありません。  

（１）代表者の異動 

該当事項はありません。  

（２）その他の役員の異動（就任予定日 平成22年６月25日）  

１．昇格予定取締役 

２．新任取締役候補者 

３．退任予定取締役 

               （当社顧問に就任予定であります。） 

（３） 執行役員の異動 （就任予定日 平成22年７月１日） 

１．新任の執行役員 

継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動

氏   名  新  役  職  現  役  職  

大 沢 寛  
常務取締役 執行役員 

国際事業本部長 

取締役 執行役員 

国際事業本部長 

中 山 和 美 
常務取締役 執行役員 

品質保証部長 

取締役 執行役員 

品質保証部長 

氏   名  新  役  職  現  役  職  

山 木 一 彦 

取締役 執行役員 

業務用食品営業本部長兼 

天然エキス調味料事業推進部長 

執行役員 

天然エキス調味料事業推進部長 

氏   名  現  役  職  

益 子 襄  
常務取締役 執行役員 

業務用食品営業本部長 

氏   名  新  役  職  現  役  職  

鈴 木 修 
執行役員 

千葉工場長兼同製造２課長 
千葉工場長兼同製造２課長 

金 森 一 彦 執行役員 大阪支店長 大阪支店長 

矢 野 邦 樹 執行役員 食品開発部長 食品開発部長 

宮 田 昌 明 

執行役員 

家庭用食品東京営業統括部長兼 

家庭用食品東京営業部長 

家庭用食品東京営業統括部長兼 

家庭用食品東京営業部長 

有 賀 朗 

執行役員 

加工用食品営業本部 

加工用食品営業第２部長 

加工用食品営業本部 

加工用食品営業第２部長 

藤 田 満 
執行役員 

企業倫理推進部長兼 総務部長 
企業倫理推進部長兼 総務部長  
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