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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 39,261 2.2 3,097 24.5 3,116 22.6 1,181 △9.2

22年3月期第2四半期 38,410 △6.5 2,488 54.4 2,541 49.4 1,301 39.4

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2四半期 52.14 ―

22年3月期第2四半期 55.87 ―

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2四半期 83,093 55,686 66.6 2,443.88
22年3月期 84,063 56,272 66.5 2,466.01

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  55,379百万円 22年3月期  55,881百万円

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  
 

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 ― 16.50 ― 19.50 36.00

23年3月期 ― 18.00

23年3月期 
（予想）

― 18.00 36.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 79,000 3.2 5,000 3.0 5,000 0.9 2,500 △3.3 110.32



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、【添付資料】2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(2)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「2.その他の情報」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） 23年3月期2Q  23,652,550株 22年3月期  23,652,550株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  991,975株 22年3月期  991,900株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  22,660,600株 22年3月期2Q  23,292,230株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の好景気や政府の景気浮揚策に伴い一部業種では回復基調

を示しているものの、個人所得の停滞、雇用情勢の悪化に加え急速に進行した為替円高が、企業収益の圧迫とデフレの

さらなる進行懸念をもたらすなど、先行きに不透明さを増す状況となっております。 

このような状況下における当第２四半期の業績につきましては、売上高は、国内売上高の減少を新興国向けの好調と

北米地域を中心とした回復による海外売上高の増加でカバーしたことで、前年同期から2.2％（8億50百万円）増加し、

392億61百万円となりました。利益面では、低収益事業の整理やコストリダクションの推進に継続して取り組むことに

より、営業利益は、前年同期から24.5％（6億9百万円）増加し、30億97百万円となり、経常利益は、同22.6％（5億74

百万円）増加し、31億16百万円となり、大幅に前年同期を上回る実績を確保いたしました。 

四半期純利益は、特別利益にて保有株式の売却益6億89百万円などを計上いたしましたが、特別損失にて、当社及び

国内子会社で発生いたしました取り扱い商品の自主回収に伴う関連費用10億29百万円、また資産除去債務に関する会計

基準の適用に伴う損失2億61百万円などを計上いたしました結果、前年同期から9.2％（1億19百万円）減少し、11億81

百万円となりました。 

  

セグメントごとの業績は次のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間よりセグメント区分を変更している

ため、各セグメントにおける前年同期との比較は参考値として記載しております。 

（国内食品事業） 

異常気象や野菜価格の高騰をうけたドレッシング関係の不振に加え、自主回収の影響により第２四半期（７月から９

月）の「ふえるわかめ（乾燥わかめ）」の売上が落ち込んだことから、「家庭用食品」及び「業務用食品」は売上が前

年同期を下回りました。また「加工食品用原料等」は、「乳化剤」などの食品用改良剤が好調に推移しましたが、グル

ープ内の事業再編の一環として取り組んでおります「餡（あん）」事業の規模縮小に伴い売上が減少したことから、売

上が前年同期を下回りました。 

この結果、当セグメントの売上高は前年同期から4.4％（13億7百万円）減少し、285億48百万円となりました。 

  

（国内化成品その他事業） 

「化成品」は、農業フィルム用の添加剤の伸長や、政府の景気浮揚策による特需が続いたデジタル家電・自動車部品

分野向けの添加剤の好調により、売上が前年同期を上回りました。一方、グループ内の事業再編の一環として、「電子

精密部品関係」は前連結会計年度で事業を終了いたしました。 

この結果、当セグメントの売上高は前年同期から1.9％（58百万円）減少し、30億30百万円となりました。 

  

（海外事業） 

平成22年４月にインド国（ムンバイ市）に駐在員事務所を開設するなど、グローバルワイドでの事業展開を推進した

ことで、改良剤製品は、前年同期の大幅な景気後退の影響をうけた落ち込みから、北米・中国を中心に各地域で売上を

回復いたしました。また水産加工品につきましても、欧州向けの出荷が大幅に回復いたしました。 

この結果、当セグメントの売上高は前年同期から37.3％（21億73百万円）増加し、79億99百万円となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、「ふえるわかめちゃん 鳴門・国内」等の自主回収に伴う売上の落ち込みに加え、政

府の景気浮揚策の一部終了による需要減退により、「家庭用食品」及び「化成品」を中心に国内売上高は下半期も厳し

い状況が続きますが、海外売上高は為替変動の影響を受けるものの好調に推移するものと想定しております。また利益

面（営業利益及び経常利益）では堅調な実績を計上しており、下半期においても同様の推移が見込まれることから、前

回発表（７月29日）の業績予想に変更はございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

２．特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ7百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が268百万円減少してお

ります。 

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 13,994 13,379

受取手形及び売掛金 18,421 17,990

有価証券 814 813

商品及び製品 5,488 5,879

仕掛品 3,495 3,043

原材料及び貯蔵品 4,960 5,337

その他 2,119 2,333

貸倒引当金 △5 △11

流動資産合計 49,288 48,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,219 11,435

機械装置及び運搬具（純額） 7,582 8,030

その他（純額） 4,160 3,778

有形固定資産合計 22,962 23,245

無形固定資産 817 847

投資その他の資産   

投資有価証券 8,699 9,860

その他 1,345 1,365

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 10,024 11,204

固定資産合計 33,804 35,297

資産合計 83,093 84,063
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 7,781 7,922

短期借入金 7,618 7,509

未払法人税等 1,163 1,304

引当金 827 798

その他 5,369 5,336

流動負債合計 22,759 22,872

固定負債   

長期借入金 941 959

退職給付引当金 1,133 1,106

その他 2,572 2,852

固定負債合計 4,647 4,918

負債合計 27,406 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 52,181 51,442

自己株式 △2,578 △2,578

株主資本合計 54,607 53,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,038 2,852

繰延ヘッジ損益 △25 15

為替換算調整勘定 △1,240 △854

評価・換算差額等合計 771 2,013

少数株主持分 306 391

純資産合計 55,686 56,272

負債純資産合計 83,093 84,063
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 38,410 39,261

売上原価 26,528 26,725

売上総利益 11,881 12,535

販売費及び一般管理費 9,393 9,437

営業利益 2,488 3,097

営業外収益   

受取利息 26 17

受取配当金 148 157

その他 85 80

営業外収益合計 260 254

営業外費用   

支払利息 185 161

その他 21 74

営業外費用合計 207 236

経常利益 2,541 3,116

特別利益   

固定資産売却益 31 1

投資有価証券売却益 28 689

その他 － 6

特別利益合計 60 697

特別損失   

固定資産売却損 67 －

固定資産除却損 85 16

たな卸資産処分損 70 －

投資有価証券評価損 54 73

自主回収関連費用 － 1,029

減損損失 137 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

その他 28 2

特別損失合計 443 1,382

税金等調整前四半期純利益 2,158 2,431

法人税等 854 1,235

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,195

少数株主利益 2 14

四半期純利益 1,301 1,181
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該当事項はありません。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、国内においては製品のマーケット分野別に営業体制を執っており、取り扱う製品についての戦略を営業

本部が立案し、事業活動を展開しております。 

また、海外においては、国内で製造した製品及び海外の生産子会社で製造した製品について、事業本部が戦略を

立案し、海外の販売子会社が販売活動を展開しております。 

したがって、当社は、国内と海外との地域別のセグメントから構成されており、国内事業の「国内食品事業」・

「国内化成品その他事業」と、「海外事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「国内食品事業」は、一般家庭向け加工食品、業務用市場向け加工食品、食品業界向け加工食品用原料・食品用

改良剤・ビタミンなどの製造、販売を行っております。「国内化成品その他事業」は、工業用改良剤、飼料用添加

物などの製造、販売を行っております。「海外事業」は、食品用改良剤、工業用改良剤、加工食品用原料などの製

造、販売を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額には、のれんの償却額△6百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用

△153百万円、棚卸資産の調整額△89百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  

報告セグメント 

 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内 
食品事業 

国内化成品
その他事業 

海外事業 

売上高             

外部顧客への売上高  28,541  3,030  7,690  39,261  －  39,261

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7  －  309  316  △316  －

計  28,548  3,030  7,999  39,578  △316  39,261

セグメント利益  2,606  371  368  3,347  △249  3,097

（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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