
   

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

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  4,246  23.6  208  418.7  205  745.6  60  967.4

22年３月期第１四半期  3,435  3.0  40  －  24  367.1  5  －

  
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  5  29        －

22年３月期第１四半期  0  50        －

  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  14,548  6,536  44.9  574  16

22年３月期  14,168  6,608  46.6  580  50

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 6,536百万円 22年３月期 6,608百万円

  
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        －       －      － 8 00  8  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）       －      － 8 00  8  00

  （％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）  8,405  3.8  339  0.9  336  10.5  163  △5.2  14  32

通期  15,171  △3.9  520  △8.8  516  △4.8  262  △4.4  23  01



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）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       －社 （社名）                        、除外      － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）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 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表レビュー手続は終了しております。 

  

※  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

となる条件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、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．３「連結業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,400,000株 22年３月期 11,400,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 15,759株 22年３月期 15,759株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,384,241株 22年３月期１Ｑ 11,393,035株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部には景気回復の動きが見られるものの雇用情勢や所得

環境は厳しく、依然として個人消費の低迷が続くなど先行き不透明な状況で推移しております。 

  このような状況下、当社グループは積極的な営業活動を推進するとともに、付加価値の高い商品開発、安全・

衛生重視の品質管理、さらに効率的な生産管理を行うことにより、利益体質の構築に努めてまいりました。 

  その結果、当第１四半期における売上高は42億46百万円（前年同四半期比23.6％増）となりました。 

  製品の部門別売上高では、カラメル製品は、清涼飲料向け及び即席加工食品向けの着色料カラメルが増加し、

７億56百万円（前年同四半期比4.8％増）となりました。粉末製品は、粉末調味料及びヘルスケア関連製品が順

調に推移したことと粉末茶及び和風調味料も売上に寄与し、８億12百万円（前年同四半期比13.6％増）となりま

した。凍結乾燥製品は、具材製品の低迷と製菓・製麺向け粉末山芋の減少により、１億39百万円（前年同四半期

比5.0％減）となりました。造粒製品は、ヘルスケア関連製品の増加と洋風スープ製品が堅調に推移したことか

ら、15億46百万円（前年同四半期比61.5％増）となりました。ブレンド製品は、受託品の小麦粉ミックス品関連

が減少し、２億34百万円（前年同四半期比4.0％減）となりました。その他製品・商品は、冷凍和菓子と即席加

工食品向け具材の増加により、７億57百万円（前年同四半期比16.6％増）となりました。 

  利益面につきましては、売上高の増加及び原価低減活動の効果により、営業利益は２億８百万円（前年同四半

期比418.7％増）、経常利益は２億５百万円（前年同四半期比745.6％増）、四半期純利益は資産除去債務に関す

る会計基準の適用に伴う特別損失42百万円を計上しました結果、60百万円（前年同四半期比967.4％増）となり

ました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

○流動資産 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、82億83百万円（前連結会計年度末は80億46百万円）

となり、２億36百万円増加しました。その主な要因は受取手形及び売掛金の増加（１億85百万円）、現金及び預

金の増加（１億13百万円）であります。 

○固定資産 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、62億65百万円（前連結会計年度末は61億22百万円）

となり、１億42百万円増加しました。その主な要因は有形固定資産の増加（１億39百万円）であります。 

○流動負債 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、59億83百万円（前連結会計年度末は54億83百万円）

となり、５億円増加しました。その主な要因は短期借入金の増加（２億65百万円）であります。 

○固定負債 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、20億28百万円（前連結会計年度末は20億77百万円）

となり、49百万円減少しました。その主な要因は長期借入金の減少（１億26百万円）であります。 

○純資産 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、65億36百万円（前連結会計年度末は66億８百万円）と

なり、72百万円減少しました。その主な要因は利益剰余金の減少（30百万円）、その他有価証券評価差額金の減

少（43百万円）であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の46.6％から44.9％となっております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して１億13百万円増加し、22億27百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間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93百万円（前年同四半期は１億67百万円の獲得）となりました。 

  その主な要因は税金等調整前四半期純利益１億42百万円、減価償却費１億89百万円及び売上債権の増加額３

億12百万円であります。 

 （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30百万円（前年同四半期は１億94百万円の使用）となりました。 

  その主な要因は有形固定資産の取得による支出16百万円及び貸付けによる支出８百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は50百万円（前年同四半期は２億２百万円の獲得）となりました。 

  その主な要因は短期借入金の純増加額２億65百万円及び長期借入金の返済による支出１億26百万円でありま

す。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間は増収増益となりましたが、概ね想定どおりの推移であり、第２四半期連結累計期間

及び通期の業績予想は、当初の予想（平成22年５月14日発表）を変更しておりません。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①簡便な会計処理 

 実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により棚卸高を算定しており

ます。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。この変更により、営業利益及び経常利益はそれぞれ396千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は42,834千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は44,013千円

であります。  

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,257,538 2,144,182

受取手形及び売掛金 3,663,944 3,478,302

有価証券 1,398 1,398

商品及び製品 1,233,484 1,158,303

仕掛品 358,698 345,775

原材料及び貯蔵品 562,600 626,548

繰延税金資産 88,772 173,367

その他 159,269 164,181

貸倒引当金 △42,477 △45,578

流動資産合計 8,283,230 8,046,482

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,929,605 1,960,707

機械装置及び運搬具（純額） 2,070,411 1,898,426

その他（純額） 525,578 526,784

有形固定資産合計 4,525,594 4,385,918

無形固定資産 49,784 51,051

投資その他の資産   

投資有価証券 812,114 886,568

繰延税金資産 519,051 463,741

その他 375,788 350,700

貸倒引当金 △17,315 △15,670

投資その他の資産合計 1,689,638 1,685,340

固定資産合計 6,265,018 6,122,311

資産合計 14,548,248 14,168,793
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 1,875,759 1,894,220

短期借入金 2,975,872 2,710,872

未払法人税等 27,254 87,246

賞与引当金 144,782 237,164

役員賞与引当金 500 2,000

損害賠償損失引当金 13,500 13,500

資産除去債務 2,381 －

その他 943,804 538,180

流動負債合計 5,983,854 5,483,183

固定負債   

長期借入金 404,608 531,076

退職給付引当金 1,439,022 1,399,206

資産除去債務 41,871 －

その他 142,505 146,793

固定負債合計 2,028,007 2,077,075

負債合計 8,011,861 7,560,258

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,692,515 3,723,346

自己株式 △4,938 △4,938

株主資本合計 6,391,186 6,422,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 206,885 250,696

為替換算調整勘定 △61,685 △64,179

評価・換算差額等合計 145,199 186,516

純資産合計 6,536,386 6,608,534

負債純資産合計 14,548,248 14,168,793
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：千円）

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

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

売上高 3,435,494 4,246,614

売上原価 2,808,353 3,402,275

売上総利益 627,140 844,339

販売費及び一般管理費 586,903 635,629

営業利益 40,237 208,710

営業外収益   

受取利息 389 434

受取配当金 6,296 7,980

受取補償金 － 6,344

その他 3,045 2,661

営業外収益合計 9,732 17,421

営業外費用   

支払利息 12,553 9,371

持分法による投資損失 8,184 3,836

為替差損 4,450 5,603

その他 448 1,550

営業外費用合計 25,636 20,362

経常利益 24,333 205,769

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,455

特別利益合計 － 1,455

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,438

固定資産除却損 13,178 15,064

投資有価証券評価損 － 7,624

特別損失合計 13,178 65,127

税金等調整前四半期純利益 11,155 142,097

法人税、住民税及び事業税 4,144 23,828

法人税等調整額 1,366 58,026

法人税等合計 5,511 81,854

少数株主損益調整前四半期純利益 － 60,243

四半期純利益 5,643 60,243
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 11,155 142,097

減価償却費 202,302 189,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,664 △1,455

賞与引当金の増減額（△は減少） △97,319 △92,382

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 △1,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,438 39,815

受取利息及び受取配当金 △6,686 △8,415

支払利息 12,553 9,371

為替差損益（△は益） 433 106

持分法による投資損益（△は益） 8,184 3,836

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,624

固定資産除却損 13,178 15,064

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,438

売上債権の増減額（△は増加） 30,709 △312,098

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,650 △25,291

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,561 1,304

仕入債務の増減額（△は減少） △47,100 107,879

その他の流動負債の増減額（△は減少） 66,397 71,985

その他 13,116 △21,506

小計 166,436 167,886

利息及び配当金の受取額 7,110 8,441

利息の支払額 △9,979 △7,555

法人税等の還付額 8,571 －

法人税等の支払額 △4,810 △74,812

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,328 93,960

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 △165,199 △16,198

有形固定資産の除却による支出 △1,947 △3,795

投資有価証券の取得による支出 △1,073 △5,762

貸付けによる支出 △30,396 △8,400

貸付金の回収による収入 4,248 3,821

その他の支出 △412 △315

その他の収入 548 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △194,233 △30,611
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（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 425,000 265,000

長期借入金の返済による支出 △128,328 △126,468

リース債務の返済による支出 △1,130 △4,287

自己株式の取得による支出 △1,481 －

配当金の支払額 △91,304 △84,217

財務活動によるキャッシュ・フロー 202,754 50,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △193 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 175,656 113,356

現金及び現金同等物の期首残高 1,737,926 2,114,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,913,582 2,227,538
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 該当事項はありません。  

   

 当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

   

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）生産、受注及び販売の状況 

  

   当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、「生産、受注及び販売の状況」については

  製品の種類別区分ごとに記載しております。 

  

   ①生産実績 

   （注）１．金額は販売価格によっております。 

     ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

   ②商品仕入実績 

  （注）１．金額は仕入価格によっております。 

     ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

   ③受注状況  

    （注）１．金額は販売価格によっております。 

      ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

   

４．補足情報

 区分 

 当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 カラメル製品（千円） 

  粉末製品（千円）  

 凍結乾燥製品（千円） 

 造粒製品（千円） 

 ブレンド製品（千円） 

 その他製品・商品（千円）   

           

            

                     

                    

                    

                    

746,061

905,591

147,711

1,701,968

245,495

249,462

                    

                      

                     

                      

                    

                     

102.1

122.3

94.7

181.9

103.1

110.2

合計（千円）                    3,996,291                     132.0

 区分 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

 前年同四半期比（％） 

 その他製品・商品（千円）            408,818            113.8

 合計（千円）            408,818            113.8

  

 区分 

  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

 受注高（千円） 
前年同四半期比 

（％）  
受注残高（千円） 

前年同四半期比 

（％）  

 カラメル製品 

 粉末製品 

 凍結乾燥製品 

 造粒製品 

 ブレンド製品 

 その他製品・商品  

           

        

         

      

        

        

725,752

790,981

137,287

1,657,374

232,245

743,781

          

          

           

           

          

          

103.5

123.6

94.8

169.8

104.4

117.1

           

          

          

         

          

          

81,870

71,595

12,325

236,424

15,089

61,509

         

         

         

         

         

         

105.3

118.8

120.1

354.2

129.1

134.2

 合計       4,287,422           129.2           478,814          175.6
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   ④販売実績 

    （注）１．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の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は次のとおりであります。 

     ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 区分 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

 前年同四半期比（％） 

 カラメル製品（千円） 

 粉末製品（千円） 

 凍結乾燥製品（千円） 

 造粒製品（千円） 

 ブレンド製品（千円） 

 その他製品・商品（千円）  

           

           

           

          

           

           

756,151

812,672

139,644

1,546,391

234,422

757,331

            

            

             

                       

                       

                      

104.8

113.6

95.0

161.5

96.0

116.6

合計（千円）            4,246,614                        123.6

  

相手先 

  

 前第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

 当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

 金額（千円）  割合（％）  金額（千円）  割合（％）  

 ユニフーディア株式会社       603,001       17.6      1,152,801       27.1

 東洋水産株式会社       421,478       12.3       464,884       10.9

仙波糖化工業㈱（2916）　平成23年３月期第１四半期決算短信

－11－




