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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 124,658 △7.3 5,500 △11.1 5,744 △11.5 3,153 △14.3

22年3月期第2四半期 134,527 △2.3 6,185 26.1 6,491 32.6 3,679 66.7

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 18.87 ―

22年3月期第2四半期 22.01 20.11

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 182,029 96,690 52.4 571.01
22年3月期 179,181 97,979 53.9 578.07

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  95,433百万円 22年3月期  96,615百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00

23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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  有  
 

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 255,000 △2.5 11,700 △6.8 11,700 △8.6 7,000 △11.3 41.88



(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、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表の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 
 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。 
 なお、平成22年11月５日付で「オーケー食品工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を公表しましたが、本公開買付けによる業
績への影響については、本資料の業績見通しには織り込んでおりません。 
 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）３ページ「（３）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）４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  174,148,018株 22年3月期  174,148,018株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,017,273株 22年3月期  7,013,885株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  167,132,277株 22年3月期2Q  167,129,892株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国経済は、国内経済対策の効果もあり、一部に景気の持ち直しの動き

が見られたものの、株安、円高傾向などの不安材料から不透明感があり、雇用情勢の悪化、個人消

費の低迷など依然として、景気は厳しい状況のまま推移いたしました。 

食品業界においても、深刻な経済情勢下で消費者心理の冷え込み、販売競争が一層激化するな

ど、厳しい事業環境が続きました。 

このような状況のもとで、当社グループは、昨年度まで実施してきた「ＳＧ１００」に続き、更

なる業容の拡大と収益力の強化を図るため、本年４月からスタートした新経営計画「ＳＧ１３０」

に全力を挙げて取り組みました。 

この結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,246億５千８百万円（前

年同期比7.3％減）、営業利益55億円（同11.1％減）、経常利益57億４千４百万円（同11.5％

減）、四半期純利益31億５千３百万円(同14.3％減)となりました。 

セグメント別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、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会平成21年３月27日企業会計基準第17号）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」（企業会計基準委員会 平成20年３月21日）を適用しておりますが、セグメント区

分の変更がないため、前年同期における事業の種類別セグメント情報との比較数値を記載しており

ます。 

  

①製粉事業 

本年４月に外国産小麦の政府売渡価格が５％引き下げられたことに伴い、本年５月に小麦粉販売

価格の改定を行いました。当社グループは、お客様のニーズや食の多様化に対応するため、新製品

の開発、技術講習会の開催、提案営業など活発な営業活動を推進した結果、小麦粉の出荷は前年を

上回りました。 

副製品のふすまについては、穀物相場下落の影響により売上は前年を下回りました。 

以上により、製粉事業の売上高は460億６千７百万円（前年同期比12.6％減）、営業利益は25億

４千２百万円（同9.0％減）となりました。 

  

②食品事業 

業務用では、イタリア料理技術講習会の開催、各種展示会への出展など積極的なマーケティング

活動を展開しました。その結果、プレミックス類の売上は前年を上回りましたが、パスタ関連商品

は前年を下回りました。 

家庭用では、オーマイのブランドメッセージを「おいしい！に、アイデアをこめて」とし、お客

さまのニーズとキッチンの不満解消を発想の原点に、より選びやすく、より使いやすい商品を展開

しました。また、新しいテレビＣＭを制作し、オーマイブランドのアピールを充実させました。そ

の結果、売上は前年を上回りました。 

冷凍食品類は、家庭用高級パスタの「オーマイプレミアムゴールド」「オーマイプレミアム」で

新商品の発売やリニューアルを行うとともに、「らくあけトレー」の採用により、お客さまの使い

やすさを考えた商品を展開し、売上、数量ともに前年を上回りました。 

以上により、食品事業の売上高は649億１千９百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は30億９

千８百万円（同10.4％減）となりました。 

  

③その他事業 

 エンジニアリング事業の売上は前年を上回りましたが、ペットフード事業、健康食品事業は前年

を下回り、その他事業の売上高は、136億７千２百万円（前年同期比5.2％減）となりました。  

  

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）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ28億４千８百万円増加

し、1,820億２千９百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が増加したこと、食料麦備

蓄対策事業により外国産小麦を購入し原材料が増加したこと、売掛債権、投資有価証券が減少した

ことによるものです。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ41億３千６百万円増加し、853億３千９百万円となりまし

た。この主な要因は、外国産小麦購入による買掛金の増加、繰延税金負債の減少などによるもので

す。 

 純資産の残高は、利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計

年度末に比べ12億８千８百万円減少し、966億９千万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ44億４千

５百万円増加し、187億２千８百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりで

す。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、76億２千３百万円となりました。この主な要因は、税金

等調整前四半期純利益が55億９千４百万円、減価償却費が31億６千９百万円となったこと、法人税

等の支払により24億９千１百万円支出したことによるものです。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、16億１千万円の支出となりました。この主な要因は、設

備投資で約22億円支出したことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び配当金の支払い等により、15億５

千５百万円の支出となりました。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期の業績を踏まえ、平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期通期業績予

想を以下のとおり変更しております。 

  なお、平成22年11月５日付で「オーケー食品工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関す

るお知らせ」を公表しましたが、本公開買付けによる当期業績への影響については、本資料の業績

見通しには織り込んでおりません。 

    

 平成23年３月期 通期業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

  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 

前回発表予想（Ａ） 262,000 12,500 12,500 7,500 44 88 

今回修正予想（Ｂ） 255,000 11,700 11,700 7,000 41 88 

増減額（Ｂ－Ａ） △7,000 △800 △800 △500  －  

増減率（％） △2.7 △6.4 △6.4 △6.7  －  

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期）  
261,586 12,549 12,802 7,892 47 23 
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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当第２四半期連結会計期間末における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もり、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。 

   ②法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

しております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年

度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を適用し

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 

   ①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、連結決算上必要な修正を行っております。これ

による損益に与える影響は軽微であります。 

   ②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６百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が112百万円減少しております。 

   ③第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20

年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12

月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

  

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：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 18,763 14,322

受取手形及び売掛金 29,823 31,180

有価証券 50 －

商品及び製品 9,598 9,866

仕掛品 98 452

原材料及び貯蔵品 13,138 6,161

その他 3,869 3,352

貸倒引当金 △137 △171

流動資産合計 75,205 65,164

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,660 23,995

機械装置及び運搬具（純額） 15,412 16,200

土地 23,927 24,075

建設仮勘定 480 9

その他（純額） 1,846 1,915

有形固定資産合計 65,327 66,196

無形固定資産   

のれん 19 26

その他 540 569

無形固定資産合計 560 595

投資その他の資産   

投資有価証券 35,047 41,171

その他 6,544 6,712

貸倒引当金 △655 △659

投資その他の資産合計 40,936 47,224

固定資産合計 106,824 114,016

資産合計 182,029 179,181
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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 20,267 12,625

短期借入金 23,909 18,386

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 2,575 2,593

賞与引当金 420 387

役員賞与引当金 － 39

その他 10,116 10,977

流動負債合計 57,389 45,110

固定負債   

長期借入金 14,998 20,989

退職給付引当金 2,171 2,147

役員退職慰労引当金 805 930

その他 9,973 12,024

固定負債合計 27,949 36,091

負債合計 85,339 81,202

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,240 12,240

資本剰余金 11,391 11,391

利益剰余金 66,869 64,718

自己株式 △2,311 △2,310

株主資本合計 88,189 86,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,384 10,694

繰延ヘッジ損益 △1 4

為替換算調整勘定 △139 △123

評価・換算差額等合計 7,243 10,575

少数株主持分 1,257 1,363

純資産合計 96,690 97,979

負債純資産合計 182,029 179,181
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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 134,527 124,658

売上原価 101,668 91,509

売上総利益 32,858 33,149

販売費及び一般管理費 26,673 27,648

営業利益 6,185 5,500

営業外収益   

受取利息 14 19

受取配当金 415 470

為替差益 86 －

その他 291 296

営業外収益合計 809 786

営業外費用   

支払利息 358 312

為替差損 － 144

その他 144 85

営業外費用合計 503 542

経常利益 6,491 5,744

特別利益   

固定資産売却益 0 8

投資有価証券売却益 1 400

関係会社株式売却益 9 －

貸倒引当金戻入額 29 63

その他 － 54

特別利益合計 41 527

特別損失   

固定資産除売却損 57 93

投資有価証券評価損 3 291

事業構造改善費用 412 132

減損損失 67 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 106

その他 65 54

特別損失合計 605 677

税金等調整前四半期純利益 5,927 5,594

法人税、住民税及び事業税 2,256 2,521

法人税等調整額 △28 △27

法人税等合計 2,228 2,494

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,099

少数株主利益又は少数株主損失（△） 20 △54

四半期純利益 3,679 3,153
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 5,927 5,594

減価償却費 3,286 3,169

減損損失 67 －

のれん償却額 105 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 △38

受取利息及び受取配当金 △430 △489

支払利息 358 312

投資有価証券売却損益（△は益） － △412

投資有価証券評価損益（△は益） 3 291

為替差損益（△は益） △95 73

持分法による投資損益（△は益） △16 △22

有形固定資産売却損益（△は益） 1 21

固定資産除却損 54 63

事業構造改善費用 412 132

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 106

売上債権の増減額（△は増加） 2,444 1,341

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,613 △6,362

仕入債務の増減額（△は減少） △535 7,652

その他 235 △1,529

小計 16,496 9,899

利息及び配当金の受取額 441 528

利息の支払額 △361 △312

法人税等の支払額 △4,006 △2,491

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,570 7,623

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 △2,347 △2,255

有形固定資産の売却による収入 5 149

固定資産の除却による支出 － △49

投資有価証券の取得による支出 △797 △211

投資有価証券の売却による収入 1,001 800

関係会社株式の売却による収入 362 －

貸付けによる支出 △71 △11

貸付金の回収による収入 22 21

その他 △0 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,825 △1,610
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（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) 

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） △101 △183

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 －

長期借入れによる収入 430 1,330

長期借入金の返済による支出 △944 △1,607

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △752 △1,003

少数株主への配当金の支払額 △14 △12

リース債務の返済による支出 △27 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,411 △1,555

現金及び現金同等物に係る換算差額 35 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,369 4,445

現金及び現金同等物の期首残高 10,685 14,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,055 18,728
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 該当事項はありません。  

  

  

ａ．事業の種類別セグメント情報  

 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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 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） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

ｃ．海外売上高  

 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） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
製粉事業
（百万円） 

食品事業
（百万円） 

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）

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  52,701  67,404  14,421  134,527  －  134,527

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,275  553  982  2,812  (2,812)  －

計  53,977  67,958  15,404  137,340  (2,812)  134,527

営業利益（又は営業損失）  2,795  3,458  △85  6,168  17  6,185

事業区分 主要製品

製粉事業 小麦粉、ふすま、そば粉等 

食品事業 家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食、米粉等 

その他事業 ペットフード、健康食品、食品関連機械装置、外食等 
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（セグメント情報） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ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。

 当社グループは、製品群別に区分した、製粉事業、食品事業、その他事業の３つの事業ユニットを基本にして

組織が構成されており、各事業ユニット単位でグループ戦略を立案・決定し事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、「製粉事業」、「食品事業」の２つを報告セグメントとしております。  

 「製粉事業」は、主として、小麦粉、ふすま、そば粉等が対象となります。 

 「食品事業」は、主として、家庭用小麦粉、プレミックス、パスタ、冷凍食品、中食関連食品、米粉等が対象

となります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失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 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットフード、健康食品類、

エンジニアリング等を含んでおります。 

    ２  セグメント利益の調整額15百万円は、セグメント間取引消去額であります。 

    ３  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。  

  

  

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

製粉事業 食品事業 計

売上高               

外部顧客への売上高  46,067  64,919  110,986  13,672  124,658  －  124,658

セグメント間の内部売上
高又は振替高  1,050  353  1,404  790  2,194  △2,194  －

計  47,117  65,272  112,390  14,463  126,853  △2,194  124,658

セグメント利益  2,542  3,098  5,640  △156  5,484  15  5,500

（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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