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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 6,622 △6.5 1,071 △5.9 1,114 △12.7 725 ―
21年3月期 7,083 4.1 1,138 △1.5 1,276 △3.7 △4,579 ―

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 77.77 ― 4.9 6.7 16.2
21年3月期 △491.02 ― △27.1 6.9 16.1

（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 16,841 14,973 88.9 1,605.48
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  14,973百万円 21年3月期  14,464百万円

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 1,678 △1,841 △279 5,559
21年3月期 1,256 △6,623 △279 6,002

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ― 15.00 ― 15.00 30.00 279 ― 1.9
22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 279 38.6 1.9
23年3月期 

（予想）
― 15.00 ― 15.00 30.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（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 
累計期間

3,280 0.2 478 △14.5 493 △13.8 308 △11.4 33.07

通期 6,700 1.2 992 △7.4 1,022 △8.3 622 △14.1 66.78
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」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 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  52株 21年3月期  52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
な要因により、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」をご覧下さ
い。 
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 ① 当事業年度の経営成績 

当事業年度における我が国経済は、新興国への輸出を中心に緩やかながら回復基調で推移いたしまし

たが、依然として雇用情勢や所得環境は厳しく、消費者物価の低下傾向が続くなど先行きの不透明感が

払拭されない状況にありました。 

 当食品業界につきましては、消費者の節約志向や生活防衛意識の高まりを背景に物価の低下傾向が続

くなど厳しい状況で推移いたしました。  

 このような状況のもと、当社は引き続き「茶エキス」、「植物エキス」の製品開発に注力してまいり

ました。 

 当事業年度における売上高は、茶エキスにつきましては、紅茶エキス等が順調に推移したものの、緑

茶エキス・機能性茶エキス等が減少し、3,336百万円（対前年同期比 3.8％減）となりました。 

 粉末天然調味料につきましては、粉末酢等が順調に推移したものの、粉末鰹節・粉末ビーフ等が減少

したため、売上高は 1,899百万円（同 5.1％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 732百万円

（同 6.5％減）となりました。 

 植物エキスにつきましては、野菜エキス・果実エキスは順調に推移したものの機能性植物エキスが減

少し、売上高は 604百万円（同 22.2％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ものの、清酒タイプが減少したため、売上高は 43百

万円（同 1.1％減）となりました。 

 以上の結果、当事業年度における売上高は 6,622百万円（同 6.5％減）となりました。 

 損益面につきましては、手数料・試験研究費等の増加により、一般管理費が増加し、営業利益は

1,071百万円（同 5.9％減）となりました。また、営業外収益である有価証券利息等が減少し、経常利

益は 1,114百万円（同 12.7％減）となりました。しかし、特別利益として役員退職慰労引当金戻入額

を計上したため、当期純利益は 725百万円となりました。 

  

 ② 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、新興国の経済成長に牽引され、緩やかに景気が回復すると見込まれま

す。 

 当食品業界におきましても、今後の国内市場は少子高齢化による影響から縮小に向かうと考えられ、

厳しい環境の中、各社生き残りをかけた成長戦略を模索していくことが予想されます。 

 当社といたしましては、食に携わる企業としての 重要責務である安全・安心な製品の提供をより高

次元で実現させるべく、品質保証体制の更なる強化に努めてまいります。また、創業以来培ってまいり

ました「天然風味の粉末化」技術を応用し、「茶エキス」、「植物エキス」などの付加価値の高い製品

開発に注力してまいります。 

 現在建設中の新工場（第三工場エキス工場）につきましては、平成22年４月に乾燥設備導入工事が概

ね完了し、平成23年３月期中に乾燥ラインの稼動を開始する予定であります。今後は、抽出設備の導入

工事に着手し、第三工場第２期工事の早期完成に邁進してまいります。 

 このような見通しのもと、当社の平成23年3月期の通期業績予想につきましては、売上高 6,700百万

円（対前年同期比 1.2％増）、営業利益 992百万円(同 7.4％減)、経常利益 1,022百万円(同 8.3％減)

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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及び当期純利益 622百万円（同 14.1％減）を計画し、増収減益を見込んでおります。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における流動資産は、現金・預金の減少により 8,007百万円となり前事業年度末より

486百万円の減少となりました。 

 現金・預金は、営業活動によるキャッシュ・フロ－で 1,678百万円の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フロ－で 1,841百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロ－で 279百万円の減少となった結

果、前事業年度末より 443百万円減少しております。 

 売上債権は、特に平成22年2月・3月に売上高が減少したことにより、前事業年度末より 142百万円減

少しております。 

 固定資産は、第三工場第２期工事（エキス工場建設）等による 1,459百万円の設備投資により当事業

年度末残高は 8,833百万円となり、前事業年度末より 1,122百万円増加しております。 

 以上の結果、当事業年度末における総資産は、前事業年度末より 636百万円増加して 16,841百万円

となりました。 

 当事業年度末における負債の合計は、第三工場第２期工事（建物）の支払により未払金 488百万円が

減少したものの、法人税等の計上により未払法人税等が 410百万円増加し、第三工場第２期工事等の設

備投資により設備支払手形が 147百万円増加したことにより、 1,868百万円となり前事業年度末より

127百万円の増加となりました。 

 当事業年度末における純資産の合計は、当期純利益 725百万円の計上などにより 14,973百万円とな

り、前事業年度末より 508百万円増加しております。 

 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 1,605円48銭となり 54円52銭増加

しております。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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 443百万

円減少し、5,559百万円（前事業年度末比 7.4％減）となりました。 

 また、当事業年度における各キャッシュ・フロ－の状況と要因は、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） 

 営業活動の結果獲得した資金は 1,678百万円（前事業年度は、1,256百万円の獲得）となりました。

これは、主に税引前当期純利益 1,145百万円や法人税等の還付額 92百万円、保険解約返戻金 80百万円

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 1,841百万円（前事業年度は、6,623百万円の使用）となりました。

これは主に、第三工場第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 1,812百

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 279百万円（前事業年度は、279百万円の使用）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。 

  

(2) 財政状態に関する分析

佐藤食品工業㈱(2814)　平成22年３月期決算短信（非連結）

4



(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－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

(注)1.各数値は、財務数値により算出しております。 

  2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

  

当社は、株主の皆様に対する積極的な利益還元を経営の 重要政策のひとつとして位置づけており、

業績の見通し、財政状況、配当性向及び純資産配当率等を総合的に勘案して配当を実施することを基本

方針としております。 

 なお、当期の配当金は、前期と同じく、中間配当15円に期末配当15円を加えた年間30円となる予定で

あります。次期の配当につきましても、中間・期末ともに15円の年間30円を予定しております。 

  

  

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（％） 85.5 89.6 94.4 89.3 88.9

時価ベースの自己資本比率
（％）

135.8 150.8 68.1 55.2 57.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 ① 食品の安全性について 

近年、食品業界におきましては、食品の品質・原材料表示の違反等が発生しております。当社では、

各原材料メーカーから、「食品衛生法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」、

「不当景品類及び不当表示防止法(通称、景品表示法)」等の関連諸法規に違反しないことを保証する書

面を受領する等、品質管理については万全な体制で臨んでおりますが、今後も当社固有の品質問題のみ

ならず、社会全般にわたる一般的な品質問題等が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 

  

 ② 法的規制について 

当社は、茶エキス・天然調味料・植物エキス及び粉末酒の製造販売を主力業務としているため、「食

品衛生法」、「製造物責任法」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通

称、容器包装リサイクル法）」及び「酒税法」による規制を受けております。食品衛生法におきまして

は、食品・食品添加物の規格基準(表示・使用基準等)が定められており、また、容器包装リサイクル法

におきましては、再商品化の義務履行が定められております。さらに、酒税法におきましては、粉末酒

の製造、販売の法的規制が定められております。 

  

 ③ 原材料の価格変動について 

当社の使用する主要な原材料（鰹節・昆布・椎茸等）は、国際的な需給動向等によりその価格が変動

する可能性があります。また、原油価格の高騰は、包装材料の価格や製造コスト、運送コスト等に影響

を与える要因となります。これらの原材料コストが上昇した際、生産効率の改善や販売価格への転嫁等

によるコストダウンで吸収できないことも想定され、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

  

  

(4) 事業等のリスク
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当事業年度末の当社の企業集団は、当社及びその他の関係会社１社（日産アセット株式会社）で構成

され、茶エキス・天然調味料・植物エキス及び粉末酒の製造販売を行っております。 

 平成22年１月24日までにおいて当社のその他の関係会社は、日本振興銀行株式会社でありましたが、

平成22年１月25日付で日本振興銀行株式会社が保有する当社株式（2,479,380株 議決権割合26.58％）

の全てを日産アセット株式会社へ譲渡したことにより、日産アセット株式会社が当社のその他の関係会

社に該当することとなりました。 

 当事業年度末における、企業集団についての事業系統図は、次のとおりであります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社の経営理念は、「１．新しい天然食品の創造に向かって、独創的な技術開発を継続する。２．新

しい天然食品加工分野を創造し、人類へ貢献する。」であります。 

 この経営理念のもと、技術立社を基本とする高度な開発技術及び生産技術を確立し、顧客満足度及び

付加価値の高い製品を市場に提供する事で社会に貢献し、社会との共生を図ってまいります。 

  

当社は、毎期、安定的な利益を継続的に確保すると同時に、株主利益の重視と経営の効率化の視点か

らROE（自己資本利益率）並びに、ROA（総資本利益率）を重要な経営指標とし、現在の水準（当期ROE

4.9％、ROA 4.4％）からのさらなる向上を目指してまいります。 

  

当社は、差別化された製品開発と既存製品の改良をさらに深化させ、業績を安定的に成長させること

を目指してまいります。 

 また、「天然風味の粉末化」の基礎となる独自の製造技術や装置開発技術を製品化技術と融合させ、

茶エキス、天然粉末和風だし、食物エキス、粉末酒やその技術を応用した新製品の開発など製品の高付

加価値化に経営資源を集中してまいる所存であります。 

  

当社が対処すべき当面の課題といたしましては、特に下記の３点を重要課題として取り組んでおりま

す。これらの課題を継続して確実にクリアすることにより、経営基盤の強化・安定を図り、企業価値の

向上に努めてまいります。 

①安全・安心な製品の提供 

 食に携わる企業として、より高いレベルで顧客・消費者の皆様に安心・安全な製品を提供するため、

品質保証体制の更なる強化に努めてまいります。品質保証プロセスにおいて、統合的なＩＴシステムを

用いた業務改善に取り組んでまいります。 

 また、当社が長年取り組んでまいりました食の安全性追求に関するノウハウを、 新鋭の生産設備と

管理システムにより結実させた新工場（第三工場）の稼働に取り組んでまいります。 

②生産性の向上及び合理化 

 原材料費の変動・高騰による収益性への影響に対応すべく、より利益を生み出しやすい体質作りに取

り組んでまいります。事業活動における各種数値及び情報を有効活用し、収益管理機能の強化を図るた

め、基幹システム等のＩＴ基盤の整備に取り組んでまいります。 

③高付加価値製品の開発 

 開発技術、製造技術、及び装置技術を融合することで、事業活動全体で高い付加価値を生み出し続け

ることができる体制を構築してまいります。現在、開発技術、製造技術、及び装置技術の当社ノウハウ

を体系化する試みを行っております。 

 さらに、顧客ニーズを的確に把握し、そのニーズを製品として結実させていく、組織的かつ提案型の

営業活動を目指してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

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 6,002,296 5,559,186

受取手形 134,701 129,831

売掛金 1,183,013 1,045,836

製品 416,948 493,671

仕掛品 266,077 415,757

原材料及び貯蔵品 292,936 264,494

繰延税金資産 49,993 85,515

未収還付法人税等 92,791 －

未収消費税等 46,480 －

その他 8,973 13,766

貸倒引当金 △260 △117

流動資産合計 8,493,952 8,007,942

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,126,336 4,127,160

減価償却累計額 △1,228,653 △1,321,898

建物（純額） 2,897,683 2,805,261

構築物 308,929 308,929

減価償却累計額 △177,678 △192,278

構築物（純額） 131,250 116,650

機械及び装置 5,645,314 5,791,506

減価償却累計額 △4,617,762 △4,869,114

機械及び装置（純額） 1,027,552 922,392

車両運搬具 58,621 51,159

減価償却累計額 △47,944 △45,360

車両運搬具（純額） 10,677 5,799

工具、器具及び備品 216,764 217,919

減価償却累計額 △162,311 △176,971

工具、器具及び備品（純額） 54,453 40,947

土地 2,428,242 2,468,073

建設仮勘定 311,276 1,543,674

有形固定資産合計 6,861,135 7,902,799

無形固定資産   

借地権 8,161 8,161

ソフトウエア 969 9,578

ソフトウエア仮勘定 13,231 23,799

電話加入権 1,231 1,231

その他 2,526 2,279

無形固定資産合計 26,120 45,050
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(単位：千円)

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 672,399 782,866

破産更生債権等 5,590,613 5,590,703

長期前払費用 3,869 6,648

繰延税金資産 40,768 18,602

その他 107,068 77,549

貸倒引当金 △5,590,613 △5,590,703

投資その他の資産合計 824,105 885,667

固定資産合計 7,711,361 8,833,517

資産合計 16,205,313 16,841,459

負債の部   

流動負債   

支払手形 202,738 203,115

買掛金 302,203 318,747

未払金 822,757 334,142

未払費用 95,820 87,052

未払法人税等 4,998 415,096

未払消費税等 － 64,939

前受金 116 －

預り金 12,466 28,343

賞与引当金 115,000 115,000

設備関係支払手形 147,231 294,671

流動負債合計 1,703,332 1,861,108

固定負債   

役員退職慰労引当金 37,140 6,990

固定負債合計 37,140 6,990

負債合計 1,740,472 1,868,098
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,672,275 3,672,275

資本剰余金   

資本準備金 3,932,375 3,932,375

その他資本剰余金 512,421 512,421

資本剰余金合計 4,444,796 4,444,796

利益剰余金   

利益準備金 153,500 153,500

その他利益剰余金   

別途積立金 10,570,000 6,060,103

繰越利益剰余金 △4,362,816 592,631

利益剰余金合計 6,360,683 6,806,235

自己株式 △64 △64

株主資本合計 14,477,689 14,923,242

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,848 50,118

評価・換算差額等合計 △12,848 50,118

純資産合計 14,464,841 14,973,360

負債純資産合計 16,205,313 16,841,459
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

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 7,083,833 6,622,770

売上原価   

製品期首たな卸高 534,692 416,948

当期製品製造原価 5,074,600 4,847,018

酒税 8,372 7,935

合計 5,617,665 5,271,902

製品他勘定振替高 12,702 9,032

製品期末たな卸高 416,948 493,671

売上原価合計 ※1  5,188,014 ※1  4,769,199

売上総利益 1,895,818 1,853,571

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 90,777 87,041

広告宣伝費 20,107 16,533

貸倒引当金繰入額 － 207

貸倒損失 － 486

役員報酬 99,651 52,235

給料及び賞与 106,762 115,308

賞与引当金繰入額 16,374 16,167

退職給付費用 4,625 5,178

役員退職慰労引当金繰入額 9,400 2,230

賃借料 16,839 16,839

減価償却費 18,436 14,797

事業税 23,087 26,503

支払手数料 62,133 140,483

試験研究費 191,383 195,437

その他 97,481 92,542

販売費及び一般管理費合計 ※2  757,062 ※2  781,994

営業利益 1,138,756 1,071,577

営業外収益   

受取利息 13,013 2,211

有価証券利息 ※3  117,240 ※3  －

受取配当金 15,324 15,640

保険解約返戻金 － 13,714

その他 8,267 16,114

営業外収益合計 153,845 47,680

営業外費用   

TOB関連費用 15,933 －

業務委託料 － 4,750

その他 111 2

営業外費用合計 16,044 4,752

経常利益 1,276,558 1,114,505

特別利益   

貸倒引当金戻入額 190 －

役員退職慰労引当金戻入額 120 32,380

特別利益合計 310 32,380
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(単位：千円)

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) 

特別損失   

固定資産売却損 ※4  － ※4  197

固定資産除却損 ※4  651 ※4  1,642

投資有価証券評価損 41,512 －

貸倒引当金繰入額 5,590,613 －

特別損失合計 5,632,778 1,839

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,355,908 1,145,045

法人税、住民税及び事業税 170,000 475,000

法人税等調整額 53,555 △55,299

法人税等合計 223,555 419,700

当期純利益又は当期純損失（△） △4,579,464 725,344
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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 3,672,275 3,672,275

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,672,275 3,672,275

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,932,375 3,932,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,932,375 3,932,375

その他資本剰余金   

前期末残高 512,421 512,421

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 512,421 512,421

資本剰余金合計   

前期末残高 4,444,796 4,444,796

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,444,796 4,444,796

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 153,500 153,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 153,500 153,500

その他利益剰余金   

役員退職積立金   

前期末残高 240,000 －

当期変動額   

役員退職積立金の取崩 △240,000 －

当期変動額合計 △240,000 －

当期末残高 － －
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(単位：千円)

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) 

別途積立金   

前期末残高 10,030,000 10,570,000

当期変動額   

剰余金の配当 － △139,896

別途積立金の積立 540,000 －

別途積立金の取崩 － △4,370,000

当期変動額合計 540,000 △4,509,896

当期末残高 10,570,000 6,060,103

繰越利益剰余金   

前期末残高 796,439 △4,362,816

当期変動額   

剰余金の配当 △279,792 △139,896

当期純利益又は当期純損失（△） △4,579,464 725,344

役員退職積立金の取崩 240,000 －

別途積立金の積立 △540,000 －

別途積立金の取崩 － 4,370,000

当期変動額合計 △5,159,256 4,955,448

当期末残高 △4,362,816 592,631

利益剰余金合計   

前期末残高 11,219,939 6,360,683

当期変動額   

剰余金の配当 △279,792 △279,792

当期純利益又は当期純損失（△） △4,579,464 725,344

役員退職積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △4,859,256 445,552

当期末残高 6,360,683 6,806,235

自己株式   

前期末残高 △47 △64

当期変動額   

自己株式の取得 △17 －

当期変動額合計 △17 －

当期末残高 △64 △64

株主資本合計   

前期末残高 19,336,963 14,477,689

当期変動額   

剰余金の配当 △279,792 △279,792

当期純利益又は当期純損失（△） △4,579,464 725,344

自己株式の取得 △17 －

当期変動額合計 △4,859,273 445,552

当期末残高 14,477,689 14,923,242
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(単位：千円)

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 52,254 △12,848

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,103 62,967

当期変動額合計 △65,103 62,967

当期末残高 △12,848 50,118

評価・換算差額等合計   

前期末残高 52,254 △12,848

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,103 62,967

当期変動額合計 △65,103 62,967

当期末残高 △12,848 50,118

純資産合計   

前期末残高 19,389,218 14,464,841

当期変動額   

剰余金の配当 △279,792 △279,792

当期純利益又は当期純損失（△） △4,579,464 725,344

自己株式の取得 △17 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,103 62,967

当期変動額合計 △4,924,376 508,519

当期末残高 14,464,841 14,973,360
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,355,908 1,145,045

減価償却費 420,494 394,289

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,589,461 △143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,280 △30,150

保険解約返戻金 － △13,714

受取利息及び受取配当金 △145,578 △17,851

有形固定資産売却損益（△は益） － 197

有形固定資産除却損 651 1,642

投資有価証券評価損益（△は益） 41,512 －

売上債権の増減額（△は増加） △129,285 142,047

たな卸資産の増減額（△は増加） 160,547 △197,960

未収消費税等の増減額（△は増加） △46,480 46,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） △747 △4,793

仕入債務の増減額（△は減少） 64,331 16,921

未払金の増減額（△は減少） 21,472 9,725

未払費用の増減額（△は減少） 10,234 △8,767

未払消費税等の増減額（△は減少） △71,040 64,939

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,504 21,278

受取保険金 － △662

その他 △162 2,596

小計 1,559,277 1,571,121

利息及び配当金の受取額 106,834 17,851

保険金の受取額 － 662

保険解約返戻金の受取額 － 80,625

法人税等の支払額 △409,793 △85,092

法人税等の還付額 － 92,833

その他 10 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,256,327 1,678,001
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(単位：千円)

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,490,100 －

有形固定資産の取得による支出 △1,084,742 △1,812,023

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 △13,231 △2,045

投資有価証券の取得による支出 △5,007,901 △8,025

投資有価証券の償還による収入 1,000,000 －

長期前払費用の取得による支出 － △1,312

その他の収入 － 600

その他の支出 － △37,992

その他 △27,562 17,097

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,623,537 △1,841,200

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △17 －

配当金の支払額 △279,542 △279,910

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,560 △279,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,646,769 △443,110

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期末残高 ※1  6,002,296 ※1  5,559,186
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 該当事項はありません。 

  

 有価証券報告書（平成21年６月29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   

 略いたします。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】
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(7)【重要な会計方針の変更】

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)

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 「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、評価基準については、原価法から原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上

総利益、営業利益、経常利益はそれぞれ 6百万円減

少、税引前当期純損失は 6百万円増加しております。 

 

            ───────────── 

 

 

(リース取引に関する会計基準等) 

 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、当事業年度より「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））が適用されたことに伴い、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。 

 これによる、資産、負債及び損益に与える影響はあ

りません。 

  

 

           ───────────── 
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【表示方法の変更】

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)

(貸借対照表)

１. 「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、前事業年

度まで「原材料」、「貯蔵品」として表示されていた

ものは、当事業年度から「原材料及び貯蔵品」として

掲記しております。 

 なお、当事業年度における「原材料」は 240,376千

円、「貯蔵品」は 52,559千円であります。

２. 前事業年度において「前受金」は、流動負債の「そ

の他」に表示しておりましたが、当事業年度より区分

掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度における「前受金」は、440円で

あります。

(損益計算書) 

 前事業年度において「貸倒引当金戻入額」は、特別

利益の「その他」に表示しておりましたが、特別利益

の合計額の100分の10を超えたため、当事業年度より

区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度における「貸倒引当金戻入額」は 

450千円であります。

(貸借対照表)

     ──────────────── 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

(損益計算書) 

  前事業年度において「保険解約返戻金」は、営業外 

 収益の「その他」に表示しておりましたが、営業外 

 収益の合計額の100分の10を超えたため、当事業年度 

 より区分掲記することといたしました。 

  なお、前事業年度における「保険解約返戻金」は 

 209千円であります。

【追加情報】

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)

（製造用の機械及び設備の耐用年数） 

 当事業年度から、製造用の機械及び装置について、

平成20年度の法人税法の改正を契機として、耐用年数

10年を採用しております。 

 これによる損益に与える影響は、軽微であります。

       ──────────────── 
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該当事項はありません。 

  

 
  

(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

(損益計算書関係)

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)

 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 売上原価 6,103千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている

研究開発費 191,383千円

 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 売上原価 3,910千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている

研究開発費 195,437千円

 

※３ 関係会社との取引高

 有価証券利息 17,334千円

※３ 関係会社との取引高

          _____________________

 

※４ 固定資産売却・除却損の内訳

(除却損)

建物   373千円

機械及び装置 240千円

車両運搬具

工具、器具及び備品

19千円

18千円

計 651千円

※４ 固定資産売却・除却損の内訳
(売却損)

車輌運搬具               197千円
(除却損)

機械及び装置 1,540千円

車両運搬具 73千円

工具、器具及び備品 28千円

計 1,839千円
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

 
（変更事由の概要） 

  増加数の内訳は次の通りであります。 

   単元未満株式の買取請求による増加       16株 
    

 ３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
２ 自己株式に関する事項 

     
 ３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 9,326,460 ─ ─ 9,326,460

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36 16 ─ 52

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 139,896 15.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成21年10月17日 
取締役会

普通株式 139,896 15.00 平成20年９月30日 平成20年12月４日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 別途積立金 139,896 15.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 9,326,460 ─ ─ 9,326,460

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 52 ─ ─ 52

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 139,896 15.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月６日 
取締役会

普通株式 139,896 15.00 平成21年９月30日 平成21年12月３日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 139,896 15.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  該当事項はありません。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

 

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 6,002,296千円

 現金及び現金同等物 6,002,296千円
  

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,559,186千円

現金及び現金同等物 5,559,186千円

(リース取引関係)
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（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用し

ております。 

  

1.金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、大半を短期的な預金で運用しております。また、一部の余裕資金の

効率的な運用を図ることを目的に有価証券運用規程・基準に則り投資信託等の運用を行っております

が、決して投機的な取引は行わない方針であります。運転資金は全て、自己資金にて行っておりま

す。 

  

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し

ては、当社の販売管理規定及び与信規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券

は主として取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。上場株式については毎

月把握された時価が取締役会に報告されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。 

  

2.金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

の通りであります。 

（単位：千円）

 
(※1)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

(金融商品関係)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 5,559,186 5,559,186 ─

(2) 受取手形 129,831 129,831 ─

(3) 売掛金 1,045,836 1,045,836 ─

(4) 投資有価証券  

   その他有価証券 782,866 782,866 ─

(5) 破産更生債権等 5,590,703  

   貸倒引当金（※１） △5,590,703   

─ ─ ─

資産計 7,517,720 7,517,720 ─

(1) 支払手形 203,115 203,115 ─

(2) 買掛金 318,747 318,747 ─

負債計 521,863 521,863 ─
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1)現金及び預金 

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。 

(2)受取手形及び(3)売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

(4)投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、その他投資信託はオープン

基準価格によっております。 

(5)破産更生債権等 

破産更生債権等については、全額貸倒引当金を計上しております。 

負債 

(1)支払手形及び(2)買掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

(注２)金銭債権の決算日後の償還予定額 

 
  

  

１年以内 １年超

現金及び預金 5,559,186 ─

受取手形 129,831 ─

売掛金 1,045,836 ─

合計 6,734,854 ─
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。 

       2 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるもののうち、期末における時価が取得原価に比べ

30％以上下落した銘柄について、41,512千円の減損処理を行っております。 

  

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

 該当事項はありません。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 187,167 231,213 44,046

小計 187,167 231,213 44,046

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 447,274 374,677 △72,597

その他 101,100 66,508 △34,591

小計 548,374 441,185 △107,189

合計 735,541 672,399 △63,142

佐藤食品工業㈱(2814)　平成22年３月期決算短信（非連結）

27



当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。 

  

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

 該当事項はありません。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

  

  

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 464,091 552,759 88,668

その他 26,567 35,223 8,656

小計 490,659 587,983 97,324

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 165,752 157,150 △8,601

その他 43,175 37,732 △5,443

小計 208,927 194,882 △14,045

合計 669,586 782,866 83,279
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

（１）複合金融商品である他社株転換社債による資金運用を行っております。 

（２）取引に対する取組方針及び取引の利用目的 

   余資運用の一環として、効果的かつ効率的な資金運用を図るため行っております。他社株転

換社債は、リスクフリ－レ－トの公社債に比較して利回りが高い反面、下記（３）のリスクを

内包しております。この為以下の取組方針を堅守しております。 

銘柄別の投資額及び運用金額全体に制限を設けております。 

（３）取引に係るリスクの内容 

   対象株式等の時価の下落により株式で償還される等により元本の一部が毀損し、他社株転換

社債の額面金額で償還されないリスクがあります。  

（４）取引に係るリスク管理体制 

    デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ル－ル

に従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。 

    また、内容につき定期的に開催される常務会に報告を行っております。 
２ 取引の時価等に関する事項 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 当社が保有しておりました他社株転換社債（額面金額 100,128千円）は、当事業年度において

債務不履行事由に抵触することとなったため、期首簿価である 61,768千円を破産更生債権と

し、当該債権の全額に対して貸倒引当金繰入額（特別損失）を計上しております。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

関連会社がないため、記載を省略しております。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

関連会社がないため、記載を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

 
（親会社の異動について) 

   平成21年2月19日までにおいて、当社の親会社は、当社株式を直接保有していた株式会社ＴＺＣＩ、並びに間

接保有による親会社であった株式会社ＳＦＣＧ（株式会社ＴＺＣＩの親会社）、株式会社ＫＥホールディングス

（株式会社ＳＦＣＧの親会社）、及びQandCompany株式会社（株式会社ＫＥホールディングスの親会社）の４社

でありました。なお、前事業年度末においては、当社の親会社は株式会社ＴＺＣＩ、株式会社ＳＦＣＧ、及び株

式会社ＫＥホールディングスの３社でしたが、平成20年10月28日付でQandCompany株式会社が、株式会社ＫＥホ

ールディングスの親会社に該当することとなったため、親会社の異動が生じております。 

 しかし、株式会社ＴＺＣＩの保有する全ての当社株式には担保権が設定されており、平成21年2月20日に、か

かる担保権の担保権者である日本振興銀行株式会社が担保権行使を行い当社株式を取得いたしました。この結

果、日本振興銀行株式会社１社が当社の親会社に該当することとなっております。 

(注) ※1 平成21年2月19日現在の状況を記載しております。 

※2 当社取締役でありました菊池渡及び山村友幸は、平成20年6月27日開催の当社定時株主総会にて、新たに選

任された社外取締役であります。 

菊池渡は、新任時より㈱ＳＦＣＧの取締役を兼務しております。山村友幸は、平成20年10月24日に㈱ＳＦＣ

Ｇの取締役に就任しております。 

※3 残高は、㈱ＳＦＣＧが当社の親会社に該当していた 終日である、平成21年2月19日時点の状況を記載して

おります。 

※4 当該コマーシャルペーパー(2ヶ月)には、㈱ＫＥホールディングス及び㈱ＭＡＧねっとの連帯保証が付され

ております。（㈱ＭＡＧねっとの詳細につきましては、「(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等」をご参照ください。） 

※5 すべてのコマーシャルペーパーの購入について、所有期間が重複しているものはありません。 

(取引条件及び取引条件の決定方針） 

※6 コマーシャルペーパー(3ヶ月)の利息(年利1.5％)は、市中金利等を総合的に勘案し決定いたしました。 

※7 コマーシャルペーパー(1ヶ月)の利息(年利1.5％)は、市中金利等を総合的に勘案し決定いたしました。 

※8 コマーシャルペーパー(1ヶ月)の利息(年利1.5％)は、市中金利等を総合的に勘案し決定いたしました。 

※9 コマーシャルペーパー(1ヶ月)の利息(年利1.5％)は、市中金利等を総合的に勘案し決定いたしました。 

※10コマーシャルペーパー(1週間)の利息(年利1.5％)は、市中金利等を総合的に勘案し決定いたしました。 

(関連当事者情報)

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 
※5

科目
残高 

(千円) 
※3

親会社 ㈱ＳＦＣＧ
東京都中央区
日本橋室町三
丁目２番15号

79,149
事業者向
け金融業

(被所有) 
間接 

50.57％ 
※1

役員２名
の兼務 
※1,2

コマーシャルペ
ーパー(3ヶ月)の
購入 ※6

1,494,411 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1ヶ月)の
購入 ※7

1,498,091 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1ヶ月)の
購入 ※8

1,498,029 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1ヶ月)の
購入 ※9

1,498,152 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1週間)の
購入 ※10

1,499,568 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1ヶ月)の
購入 ※11

1,498,184 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1ヶ月)の
購入 ※12

1,497,619 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(1ヶ月)の
購入 ※13

1,498,152 ─ ─

コマーシャルペ
ーパー(2ヶ月)の
購入 ※4，14

1,490,100 有価証券 1,490,100

コマーシャルペ
ーパーの利息 
※6～14

17,334 ─ ─
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※11コマーシャルペーパー(1ヶ月)の利息(償還金額の99.88％割引による引受)は、市中金利等を総合的に勘案し

決定いたしました。 

※12コマーシャルペーパー(1ヶ月)の利息(償還金額の99.84％割引による引受)は、市中金利等を総合的に勘案し

決定いたしました。 

※13コマーシャルペーパー(1ヶ月)の利息(償還金額の99.88％割引による引受)は、市中金利等を総合的に勘案し

決定いたしました。 

※14コマーシャルペーパー(2ヶ月)の利息(償還金額の99.34％割引による引受)は、市中金利等を総合的に勘案し

決定いたしました。 

  

  該当事項はありません。 

  

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 
(株式会社Ｊファクター及び株式会社ＭＡＧねっとについて) 

   株式会社Ｊファクターは、株式会社ＳＦＣＧ及び株式会社ＫＥホールディングスの子会社であった株式会社Ｍ

ＡＧねっとの子会社であります。株式会社ＭＡＧねっとは、平成20年8月1日に、株式会社T・ZONEホールディン

グスから商号変更を行っております。 

(注) ※1 残高は、㈱Ｊファクターが当社の兄弟会社に該当していた 終日である、平成21年2月19日時点の状況を記

載しております。 

※2 当該社債は、平成20年11月4日に、購入時から平成20年10月31日までの期間に該当する利息を受け取ってお

ります。また、平成20年12月5日に、社債元本の一部（10億円）が早期償還されております。 

なお、当該社債には、㈱ＳＦＣＧの連帯保証が付されております。（㈱ＳＦＣＧの詳細につきましては、

「(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等」をご参照ください。） 

(取引条件及び取引条件の決定方針) 

  ※3 社債の利息（年利2.2％）は、市中金利等を総合的に勘案し決定いたしました。 

  

  該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

日本振興銀行株式会社（非上場） 

  

該当事項はありません。 

  

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
残高 

(千円) 
※1

兄弟 
会社

㈱Ｊファク
ター

東京都中央区
日本橋堀留町
一丁目５番７
号

1,070
ファクタ
リング業
務

─ ─

社債の購入 
※2,3

5,000,000
投資有価 
証券

4,000,000
社債の一部償還 
※2

1,000,000

社債の有価証券
利息 ※2,3

90,322 未収収益 29,211

(4) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

(1) 親会社情報

(2) 重要な関連会社の要約財務情報
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(税効果会計関係)

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)

 

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)

①流動資産

賞与引当金 46,690千円

その他 5,516千円

  繰延税金負債(流動)との相殺 △2,213千円

計 49,993千円

②固定資産

貸倒引当金繰入超過額 1,962,216千円

役員退職慰労引当金 15,078千円

減損損失 14,666千円

投資有価証券評価損否認 39,349千円

その他有価証券評価差額金 8,781千円

その他 2,240千円

       小計 2,042,335千円

評価性引当額 △2,001,566千円

計 40,768千円

  繰延税金資産合計 90,761千円

差引：繰延税金資産の純額 90,761千円

(繰延税金負債)

①流動負債

未収事業税 2,213千円

繰延税金資産(流動)との相殺 △2,213千円

計 －千円

繰延税金負債合計 －千円

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)

①流動資産

 未払事業税等 33,247千円

賞与引当金 46,690千円

その他 5,578千円

計 85,515千円

②固定資産

貸倒引当金繰入超過額 1,964,410千円

役員退職慰労引当金 2,837千円

減損損失 13,533千円

投資有価証券評価損否認 29,423千円

その他 1,826千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △23,233千円

       小計 1,988,797千円

評価性引当額 △1,970,194千円

計 18,602千円

  繰延税金資産合計 104,118千円

差引：繰延税金資産の純額 104,118千円

(繰延税金負債)

 ①固定資産

その他有価証券評価差額金 23,233千円

繰延税金資産(固定)との相殺 △23,233千円

      計 －千円

繰延税金負債合計 －千円

 

 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）

交際費等の永久に損金に 

算入されない項目
0.2％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目
△0.3％

住民税均等割等 0.4％

試験研究費の総額の税額控除 △1.2％

評価性引当金の増減 △2.9％

その他 △0.1％

税効果適用後の法人税等の負担率 36.7％
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

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)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２ 退職給付費用に関する事項

確定拠出型の退職給付制度に拠出した金額は

39,264千円であります。

２ 退職給付費用に関する事項

確定拠出型の退職給付制度に拠出した金額は 

41,787千円であります。

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

佐藤食品工業㈱(2814)　平成22年３月期決算短信（非連結）

33



  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

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)

 
１株当たり純資産額 1,550円96銭 １株当たり純資産額 1,605円48銭

 
１株当たり当期純損失 491円02銭 １株当たり当期純利益 77円77銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 14,464,841 14,973,360

普通株式に係る純資産額(千円) 14,464,841 14,973,360

普通株式の発行済株式数(千株) 9,326 9,326

普通株式の自己株式数(株) 52 52

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

9,326 9,326

項目
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)

損益計算上の当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

△4,579,464 725,344

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円)

△4,579,464 725,344

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,326 9,326

(重要な後発事象)
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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 

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。 

  

 
(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 

 
  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産及び販売の状況

①生産実績                  

期別 前事業年度 当事業年度 比較増減

  (自  平成20年4月 1日 (自 平成21年4月 1日 （△は減）

  至  平成21年3月31日) 至 平成22年3月31日)

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

 茶エキス 
 

3,264,450 
 

47.6
 

3,471,160
 

50.7
 

206,710 
 

 粉末天然調味料 
 

2,000,946 
 

29.2
 

1,972,366
 

28.8
 

△28,580 
 

 液体天然調味料 
 

783,155 
 

11.4
 

735,868
 

10.8
 

△47,286 
 

 植物エキス 
 

770,275 
 

11.3
 

616,505
 

9.0
 

△153,769 
 

 粉末酒 
 

34,715 
 

0.5
 

44,809
 

0.7
 

10,094 
 

合計 6,853,544 100.0 6,840,711 100.0 △12,832

②販売実績

期別 前事業年度 当事業年度 比較増減

(自  平成20年4月 1日 (自 平成21年4月 1日 （△は減）

 至  平成21年3月31日) 至 平成22年3月31日)

品目別 金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

 茶エキス 
 

3,466,592 
 

48.9
 

3,336,026
 

50.4
 

△130,565 
 

 粉末天然調味料 
 

2,002,314 
 

28.3
 

1,899,848
 

28.7
 

△102,466 
 

 液体天然調味料 
 

783,730 
 

11.1
 

732,406
 

11.1
 

△51,323 
 

 植物エキス 
 

777,416 
 

11.0
 

604,943
 

9.1
 

△172,473 
 

 粉末酒 
 

43,765 
 

0.6
 

43,276
 

0.6
 

△489 
 

 その他 
 

10,013 
 

0.1
 

6,268
 

0.1
 

△3,745 
 

合計 7,083,833 100.0 6,622,770 100.0 △461,062

相手先
前事業年度 当事業年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

 ミヤコ化学㈱ 708,776 10.0 680,173 10.3
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