
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   
 

 
  

 
    

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

平成23年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成22年7月30日

上 場 会 社 名 ユタカフーズ株式会社 上場取引所 東・名

コ ー ド 番 号 2806 URL http://www.yutakafoods.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)古里 親
問合せ先責任者 (役職名)取締役総務部長 (氏名)牧 清忠 (TEL)  0569(72)1231

四半期報告書提出予定日 平成22年8月11日 配当支払開始予定日 －

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年4月１日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第１四半期 5,547 △1.1 526 10.3 564 10.7 344 12.5
22年3月期第１四半期 5,611 △2.8 477 36.4 509 27.4 305 12.1

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

23年3月期第１四半期 39 17 － －

22年3月期第１四半期 34 83 － －

 (2) 財政状態

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

23年3月期第１四半期 19,976 17,289 86.5 1,968 62

22年3月期 20,499 17,189 83.9 1,957 24

(参考) 自己資本 23年3月期第１四半期 17,289百万円  22年3月期 17,189百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 － － 15 00 － － 25 00 40 00

23年3月期 － －

23年3月期(予想) 20 00 － － 20 00 40 00

3. 平成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)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) 11,270 0.3 950 0.3 1,000 0.6 600 2.0 68 32
通期 22,500 0.7 1,750 1.3 1,850 1.8 1,090 0.9 124 11

mochiduki
スタンプ



 

 
(注) 「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」に記載される四半期財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続き、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、弊社監査法人の四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了してい

ません。 

  

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

平成22年５月14日発表の通期業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情

報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性

があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(注) 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の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年3月期１Ｑ 8,832,311株 22年3月期 8,832,311株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 49,735株 22年3月期 49,675株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 8,782,602株 22年3月期１Ｑ 8,783,131株
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当第１四半期におけるわが国の経済は、一部に景気の持ち直しが見られたものの、依然として雇用状

況・所得環境により、個人消費が低迷し、デフレ状態の継続など厳しい状況で推移しました。 

食品業界におきましては、価格競争の激化ならびに天候不順など厳しい経営環境が継続しておりま

す。 

このような状況の中で、当第1四半期の売上高は5,547百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益は526

百万円（前年同期比10.3％増）、経常利益は564百万円（前年同期比10.7％増）、四半期純利益は344百

万円（前年同期比12.5％増）となりました。 

部門別では、液体調味食品部門は、業務用液体調味料の売上が大きく増加し、前年同期比6.8％の増

収となりました。 

粉粒体食品部門は、顆粒製品の受託が順調に推移し、機能性食品の受託も順調に推移したため、前年

同期比7.0％の増収となりました。 

チルド食品部門は、天候不順の影響で「冷しラーメン」が低調だったため、前年同期比5.3％の減収

となりました。 

即席麺部門は、デフレにおける低価格志向の中、高価格帯の大型ノンフライカップ麺の売上が落ち込

み、それに加え昨年フルに寄与したフライ袋麺の停滞により前年同期比6.9％の減収となりました。 

冷凍魚ほか部門は、水産加工品やその他食品の売上が減少し、前年同期比2.8％の減収となりまし

た。 

  

第１四半期末における資産の部は19,976百万円となり、前事業年度末と比べ522百万円減少しまし

た。主に流動資産では現金及び預金が338百万円、受取手形及び売掛金が56百万円減少し、固定資産で

は建物が39百万円、機械及び装置が25百万円、投資その他の資産が23百万円減少しました。 

負債の部は2,686百万円となり、前事業年度末と比べ622百万円減少しました。主に流動負債の未払法

人税等が436百万円、賞与引当金が97百万円減少しました。 

純資産の部は17,289百万円となり、前事業年度末と比べ99百万円増加しました。主に利益剰余金が

124百万円増加となりました。 

  

平成22年５月14日に発表いたしました第２四半期(累計)及び通期の業績予想につきましては、現時点

において変更ありません。 

  

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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

(3) 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

これによる損益への影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,592,419 3,931,050

受取手形及び売掛金 2,105,415 2,161,864

商品及び製品 424,246 393,334

仕掛品 25,463 20,910

原材料及び貯蔵品 278,457 263,245

関係会社短期貸付金 7,000,000 7,000,000

その他 118,765 184,649

貸倒引当金 △9,145 △9,190

流動資産合計 13,535,622 13,945,864

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,483,730 2,523,321

機械及び装置（純額） 1,631,975 1,657,595

その他（純額） 983,929 1,005,581

有形固定資産合計 5,099,635 5,186,498

無形固定資産 20,128 21,720

投資その他の資産   

その他 1,323,033 1,344,916

貸倒引当金 △1,959 －

投資その他の資産合計 1,321,074 1,344,916

固定資産合計 6,440,838 6,553,135

資産合計 19,976,460 20,499,000

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,449,343 1,423,791

未払法人税等 137,000 573,000

賞与引当金 57,910 155,109

役員賞与引当金 1,087 21,000

その他 447,672 532,047

流動負債合計 2,093,013 2,704,947

固定負債   

退職給付引当金 557,563 556,814

役員退職慰労引当金 36,335 47,536

固定負債合計 593,898 604,350

負債合計 2,686,912 3,309,298
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,160,655 1,160,655

資本剰余金 1,160,652 1,160,652

利益剰余金 14,982,669 14,858,181

自己株式 △63,942 △63,857

株主資本合計 17,240,034 17,115,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,513 74,070

評価・換算差額等合計 49,513 74,070

純資産合計 17,289,548 17,189,701

負債純資産合計 19,976,460 20,499,000
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,611,247 5,547,721

売上原価 4,922,114 4,799,969

売上総利益 689,133 747,752

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 66,396 67,070

貸倒引当金繰入額 － 1,914

賞与引当金繰入額 7,120 7,559

役員賞与引当金繰入額 1,100 1,087

退職給付費用 5,132 5,256

役員退職慰労引当金繰入額 2,175 1,650

その他 130,108 137,093

販売費及び一般管理費合計 212,032 221,631

営業利益 477,101 526,120

営業外収益   

受取利息 12,830 11,190

受取配当金 18,103 22,066

雑収入 5,110 8,544

営業外収益合計 36,044 41,801

営業外費用   

賃貸費用 2,959 2,671

雑支出 258 582

営業外費用合計 3,217 3,254

経常利益 509,928 564,667

特別利益   

貸倒引当金戻入額 152 －

特別利益合計 152 －

特別損失   

固定資産除売却損 91 1,018

特別損失合計 91 1,018

税引前四半期純利益 509,988 563,649

法人税、住民税及び事業税 157,451 132,175

法人税等調整額 46,643 87,420

法人税等合計 204,094 219,595

四半期純利益 305,893 344,054
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 509,988 563,649

減価償却費 166,255 153,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △152 1,914

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,777 △97,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,980 △19,912

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,500 749

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,175 △11,201

有形固定資産除却損 91 1,018

受取利息及び受取配当金 △30,933 △33,257

売上債権の増減額（△は増加） 145,466 56,449

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,765 △50,677

仕入債務の増減額（△は減少） △148,429 25,552

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,640 △27,732

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,251 2,743

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,951 △20,158

その他の流動負債の増減額（△は減少） △49,908 △67,578

小計 481,375 478,041

利息及び配当金の受取額 32,613 33,554

法人税等の支払額 △145,251 △550,925

営業活動によるキャッシュ・フロー 368,737 △39,329

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △83,000 △93,000

定期預金の払戻による収入 123,000 123,000

有形固定資産の取得による支出 △115,430 △102,126

無形固定資産の取得による支出 △960 －

その他の支出 △652 △7,093

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,043 △79,220

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △120,542 △189,997

自己株式の純増減額（△は増加） △363 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,905 △190,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170,788 △308,631

現金及び現金同等物の期首残高 2,555,591 3,707,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,726,380 3,398,419
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該当事項はありません。 

  

  

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) 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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当第１四半期会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 生産金額は販売価格により算出しております。 

(算式)   売上高÷売上数量×生産数量 

２ 生産実績には、見本品等を含んでおります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 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 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

4. 補足情報

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産金額(千円) 前年同四半期比（％）

液体調味食品 977,507 105.7

粉粒体食品 1,191,589 107.0

チルド食品 1,045,490 94.8

即席麺 1,689,452 94.1

合計 4,904,039 99.3

(2) 販売実績

セグメントの名称 販売金額(千円) 前年同四半期比（％）

製品

液体調味食品 947,103 106.8

粉粒体食品 1,201,034 107.0

チルド食品 1,040,648 94.7

即席麺 1,682,392 93.1

小計 4,871,179 99.1

商品 冷凍魚ほか 663,137 97.2

小計 663,137 97.2

倉庫収入 13,404 100.3

小計 13,404 100.3

合計 5,547,721 98.9

相手先
前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東洋水産㈱ 4,307,811 76.8 4,093,086 73.8

ユタカフーズ㈱(2806)　平成23年３月期　第１四半期決算短信
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