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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 22,042 14.3 2,456 84.3 1,898 88.3 1,027 152.4
22年3月期第2四半期 19,283 5.1 1,333 36.6 1,008 △12.6 407 △22.6

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 31.12 31.12
22年3月期第2四半期 12.33 ―

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 62,719 42,328 67.5 1,281.53
22年3月期 61,981 43,122 69.6 1,305.82

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  42,319百万円 22年3月期  43,122百万円

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 ― 10.00 ― 45.00 55.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 45.00 55.00

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 50,000 2.7 9,400 0.2 9,400 0.0 5,200 0.6 155.88



(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  無  
（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、四半期連結財務諸
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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】P.４「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  33,359,040株 22年3月期  33,359,040株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  336,305株 22年3月期  336,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  33,022,897株 22年3月期2Q  33,023,736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のわが国経済は、アジア向けを中心とした生産や輸出の回復を背景として、緩やかなが

ら景気回復の兆しが見られました。しかしながら、欧米を中心とする海外景気の下振れに伴う金融資本市場の変動や

国内景気のデフレの進行に対する懸念など、依然として先行き不透明な状況となっております。また個人消費につき

ましても、依然として続く雇用情勢の厳しさや所得環境の改善の遅れなどから回復感に乏しく、厳しい状況で推移し

ました。このような環境の中、きのこ業界におきましては、節約志向の消費環境が続く中、食に対する安全志向の高

まりから国産品の購買傾向が続いており、きのこの需要は堅調に推移いたしました。 

  このような環境におきまして、当社は「きのこで創る健康食文化」を企業理念とし、消費者の皆様に安心して食べ

ていただけることを第一に、消費者のニーズにお応えできるきのこをご提供できるよう事業活動を行ってまいりまし

た。当社グループの中核を占めますきのこ事業におきましては、佐久及び台湾の工場が通年稼働となったことや、子

会社である米国のHOKTO KINOKO COMPANYにおきまして工場の稼働が２年目を迎え稼働率が上がったことにより生産量

が増加いたしました。また、きのこの健康効果等への関心の高まりから市場のニーズも高く販売量が増加し、それに

加えてきのこの単価が堅調に推移したことなどから、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益は前年同期を上回

りました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は220億42百万円（前年同四半期比14.3％増）、営業利益24億56

百万円（同84.3％増）、経常利益18億98百万円（同88.3％増）、四半期純利益10億27百万円（同152.4％増）となり

ました。 

  セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

［きのこ事業］ 

  きのこ事業におきましては、生産の拡大と品質の向上、販売の強化を中心に業績の拡大に努めてまいりました。生

産部門におきましては、佐久と台湾の工場が通年稼働となり、また、当期９月より新設の福岡八女工場におきまして

ブナシメジが出荷開始となりました。一方、海外では米国カリフォルニア州の子会社HOKTO KINOKO COMPANYが稼働２

年目を迎え、ブナシメジ、エリンギ、マイタケの出荷を増加させてまいりました。これらの稼動により当第２四半期

連結累計期間の生産量は、ブナピーを含めブナシメジが19,201ｔ、エリンギ8,008ｔ、マイタケ5,393ｔとなりまし

た。販売部門におきましては、内食傾向の続く中、きのこの健康や生理活性効果への注目などにより順調な販売量を

確保いたしました。また価格面におきましても、６月下旬からの天候不順などによる野菜価格の高騰を受け、きのこ

価格も堅調に推移し、計画単価を上回る状況となりました。 

 以上の結果、きのこ事業全体の売上高は182億12百万円（同13.3％増）となりました。 

  

 ［化成品事業］ 

  化成品事業におきましては、販売環境は依然として厳しい状況ではあるものの、緩やかながら改善の兆しが見えて

まいりました。そのような中、包装資材部門を中心として、新規開拓の強化や既存取引先へのきめ細やかな営業活動

を行ったことから、特に一部業種への販売が上向いてきたこともあり、計画を上回る状況で推移しております。 

  以上の結果、化成品事業全体の売上高は38億30百万円（同19.5％増）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２四半期連結累計期間における資産、負債、純資産の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

①資産の部 

  資産の部は627億19百万円となり、前連結会計年度末より７億37百万円増加いたしました。流動資産は123億19百万

円となり前連結会計年度末より５億60百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金７億90百万円の増

加と繰延税金資産２億73百万円の減少によるものであります。固定資産は503億99百万円となり、前連結会計年度末

より１億77百万円の増加となりました。これは主に繰延税金資産１億68百万円の増加によるものであります。 

②負債の部 

  負債の部は203億90百万円となり、前連結会計年度末より15億30百万円増加いたしました。流動負債は186億22百万

円となり前連結会計年度末より６百万円の増加となりました。固定負債は17億67百万円となり、前連結会計年度末よ

り15億24百万円の増加となりました。これは主に長期借入金14億79百万円の増加によるものであります。 

③純資産の部 

  純資産の部は、423億28百万円となり、前連結会計年度末より７億93百万円の減少となりました。これは主に配当

金14億86百万円の減少と四半期純利益10億27百万円の増加による利益剰余金４億58百万円の減少とその他有価証券評

価差額金２億41百万円の減少によるものであります。   

  

  また、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は36億90百万円となり、

前連結会計年度末より４億61百万円減少いたしました。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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動により減少した資金は18億５百万円となりました。これは主に減価償却費15億８百万円と為替差損益６億

35百万円の増加と法人税等の支払額40億15百万円の減少によるものであります。 

 また、前年同四半期連結累計期間より31百万円支出が減少いたしました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により減少した資金は21億２百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出20億47百万

円によるものであります。 

 また、前年同四半期連結累計期間より２億61百万円の支出の減少となりました。これは主に、定期預金の預入によ

る支出80百万円の減少と投資有価証券の売却による収入１億８百万円の増加によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動により増加した資金は34億96百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入30億円によるもので

あります。 

 また、前年同四半期連結累計期間より６億37百万円の支出の増加となりました。これは主に長期借入金の返済によ

る支出５億20百万円と配当金の支払額１億17百万円の増加によるものであります。 

  

 （3）連結業績予想に関する定性的情報 

 世界的な経済情勢や当面の国内景気が回復感に乏しいことから、個人消費の動向も厳しい状況で推移しておりま

す。また、きのこ市場は、暖冬などの天候要因や市場環境に影響されるなど通期見通しに対し不透明な要因もあるこ

とから、平成23年３月期通期連結業績予想につきましては、平成22年５月18日公表の業績予想を据え置くことと致し

ました。  
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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 

 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、営業利益は０百万円、経常利益は１百万円、税金等調整前四半期純利益は４百万円、それぞれ減

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44百万円であります。  

②連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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）に基づく「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21年３

月24日 内閣府令第５号）を適用しております。 

 これにより当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

③表示方法の変更  

 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取配当金」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。

なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は25百万円であります。

   

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 3,875 3,823

受取手形及び売掛金 3,750 2,959

商品及び製品 974 861

仕掛品 2,924 2,460

原材料及び貯蔵品 272 327

繰延税金資産 404 677

その他 119 652

貸倒引当金 △2 △4

流動資産合計 12,319 11,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 39,807 38,706

減価償却累計額 △14,176 △13,567

建物及び構築物（純額） 25,630 25,139

機械装置及び運搬具 17,225 16,331

減価償却累計額 △9,688 △8,932

機械装置及び運搬具（純額） 7,536 7,399

土地 11,374 11,412

建設仮勘定 655 807

その他 1,381 1,317

減価償却累計額 △964 △919

その他（純額） 416 398

有形固定資産合計 45,613 45,156

無形固定資産   

無形固定資産合計 191 201

投資その他の資産   

投資有価証券 3,437 3,858

繰延税金資産 639 471

その他 652 681

貸倒引当金 △134 △146

投資その他の資産合計 4,595 4,864

固定資産合計 50,399 50,222

資産合計 62,719 61,981
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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 4,119 3,707

短期借入金 9,500 7,000

未払法人税等 624 4,025

引当金 747 829

その他 3,631 3,052

流動負債合計 18,622 18,615

固定負債   

長期借入金 1,619 －

引当金 9 10

その他 138 232

固定負債合計 1,767 243

負債合計 20,390 18,859

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,692 5,692

利益剰余金 32,592 33,051

自己株式 △715 △715

株主資本合計 43,069 43,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △249 △8

為替換算調整勘定 △499 △397

評価・換算差額等合計 △749 △406

新株予約権 9 －

純資産合計 42,328 43,122

負債純資産合計 62,719 61,981
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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 19,283 22,042

売上原価 13,697 14,794

売上総利益 5,585 7,247

販売費及び一般管理費   

販売手数料 1,238 1,474

運搬費 1,215 1,290

賞与引当金繰入額 102 119

その他 1,696 1,905

販売費及び一般管理費合計 4,252 4,790

営業利益 1,333 2,456

営業外収益   

受取配当金 － 32

受取地代家賃 62 77

助成金収入 156 17

その他 46 12

営業外収益合計 266 140

営業外費用   

支払利息 38 35

為替差損 508 630

その他 44 32

営業外費用合計 591 698

経常利益 1,008 1,898

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11 13

投資有価証券売却益 2 10

その他 0 1

特別利益合計 14 24

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

投資有価証券評価損 0 9

その他 0 1

特別損失合計 0 14

税金等調整前四半期純利益 1,022 1,909

法人税、住民税及び事業税 364 614

法人税等調整額 250 266

法人税等合計 615 881

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,027

少数株主利益 － －

四半期純利益 407 1,027
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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 1,022 1,909

減価償却費 1,498 1,508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △13

賞与引当金の増減額（△は減少） △61 △81

前払年金費用の増減額（△は増加） 41 25

受取利息及び受取配当金 △30 △35

支払利息 38 35

為替差損益（△は益） 483 635

投資事業組合運用損益（△は益） 44 32

投資有価証券評価損益（△は益） 0 9

売上債権の増減額（△は増加） △605 △815

たな卸資産の増減額（△は増加） △408 △539

仕入債務の増減額（△は減少） △51 411

その他の流動資産の増減額（△は増加） △73 28

その他の流動負債の増減額（△は減少） △537 △898

その他 △2 △9

小計 1,347 2,201

利息及び配当金の受取額 30 35

利息の支払額 △38 △26

法人税等の支払額 △3,177 △4,015

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,837 △1,805

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 △100 △20

定期預金の払戻による収入 315 －

有形固定資産の取得による支出 △2,490 △2,047

有形固定資産の売却による収入 1 2

投資有価証券の取得による支出 △156 △157

投資有価証券の売却による収入 34 142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

51 －

その他の支出 △25 △32

その他の収入 5 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,364 △2,102

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 7,000 5,000

短期借入金の返済による支出 △1,500 △2,500

長期借入れによる収入 － 3,000

長期借入金の返済による支出 － △520

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,365 △1,483

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,133 3,496

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85 △461

現金及び現金同等物の期首残高 2,299 4,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,213 3,690
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該当事項ありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要  

 当グループの報告セグメントは、当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。 

 当グループは、提出会社を中心とする「きのこ事業」と、その他「化成品事業」の２つの事業を行ってお

ります。「きのこ事業」につきましては国内及び海外での展開を行っており、その戦略につきましては包括

的に検討されております。また、「化成品事業」につきましては近県を中心とし、事業活動を展開しており

ます。したがって、当グループは「きのこ事業」と「化成品事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

 「きのこ事業」は、「ブナシメジ」、「エリンギ」及び「マイタケ」を中心としたきのこ製品の生産・販

売を行っております。また「化成品事業」は、包装資材及び農業資材の製造・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） 

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（単位：百万円）

  

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 きのこ事業 化成品事業

売上高  

(1）外部顧客への売上高  18,212  3,830  22,042  －  22,042

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 17  374  391  △391  －

計  18,229  4,204  22,434  △391  22,042

セグメント利益  2,196  262  2,459  △2  2,456

（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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