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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 7,884 △2.6 313 △6.7 292 △4.1 113 △34.1

22年3月期第2四半期 8,096 22.0 336 ― 304 ― 172 ―

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 9.97 ―

22年3月期第2四半期 15.12 ―

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 13,989 6,529 46.7 573.52
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2四半期  6,529百万円 22年3月期  6,608百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 15,171 △3.9 520 △8.8 516 △4.8 262 △4.4 23.01



(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。 

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。）

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 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2Q  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2Q 11,384,241株 22年3月期2Q 11,389,536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、一部には景気回復の動きが見られるものの、雇用情勢の悪

化や急激な円高を背景に依然として厳しい環境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・衛生重視の管理、さらには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２四半期連結累計期間における売上高は78億84百万円（前年同四半期比2.6％減）となりまし

た。  

 製品の部門別売上高では、カラメル製品は、嗜好品でありますデザート関連向け製品が増加し、15億23百万円

（前年同四半期比7.0％増）となりました。粉末製品は、ヘルスケア関連製品、粉末茶及び和風調味料が増加

し、15億98百万円（前年同四半期比6.7％増）となりました。凍結乾燥製品は、具材製品及び製菓・製麺向け粉

末山芋が減少し、２億74百万円（前年同四半期比5.4％減）となりました。造粒製品は、お客様ブランドのヘル

スケア関連製品が減少し、25億８百万円（前年同四半期比17.1％減）となりました。ブレンド製品は、輸出用粉

末味噌汁が増加し、４億88百万円（前年同四半期比10.0％増）となりました。その他製品・商品は、冷凍山芋が

増加し、14億90百万円（前年同四半期比5.4％増）となりました。 

 利益面につきましては、売上高の減少により営業利益は３億13百万円（前年同四半期比6.7％減）、経常利益

は２億92百万円（前年同四半期比4.1％減）、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、１億13百万円（前年同四半期比34.1％減）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２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、78億59百万円（前連結会計年度末は80億46百万円）

となり、１億87百万円減少しました。その主な要因は、現金及び預金の減少（１億22百万円）、原材料及び貯蔵

品の減少（78百万円）であります。 

○固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、61億29百万円（前連結会計年度末は61億22百万円）

となり、７百万円増加しました。その主な要因は、投資有価証券の減少（１億61百万円）、機械装置及び運搬具

の増加（75百万円）であります。 

○流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、53億97百万円（前連結会計年度末は54億83百万円）

となり、85百万円減少しました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少（３億21百万円）、短期借入金の

減少（２億39百万円）であります。 

○固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、20億62百万円（前連結会計年度末は20億77百万円）

となり、14百万円減少しました。その主な要因は、長期借入金の減少（１億25百万円）であります。 

○純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、65億29百万円（前連結会計年度末は66億８百万円）と

なり、79百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金の増加（22百万円）、その他有価証券評価差額金の

減少（94百万円）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46.7％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、前連結会計年度末と比

較して１億22百万円減少し、19億91百万円となりました。  

 当第２四半期連結累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３億98百万円（前年同四半期は５億10百万円の獲得）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２億26百万円、減価償却費３億82百万円、売上債権の増加額３億

34百万円であります。  

（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56百万円（前年同四半期は２億66百万円の使用）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43百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は４億64百万円（前年同四半期は２億89百万円の使用）となりました。 

 その主な要因は、短期借入金の純減少額３億６百万円、長期借入金の返済による支出２億58百万円、長期借入

による収入２億円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表いたしました連結、個別ともに通期業績予

想の変更はありません。 

 なお、第２四半期累計期間につきましては本日別途公表いたしましたので「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

（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  

 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。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ701千円減少

し、税金等調整前四半期純利益は43,139千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 2,021,714 2,144,182

受取手形及び売掛金 3,500,710 3,478,302

有価証券 1,398 1,398

商品及び製品 1,145,090 1,158,303

仕掛品 329,695 345,775

原材料及び貯蔵品 547,715 626,548

繰延税金資産 165,873 173,367

その他 163,336 164,181

貸倒引当金 △16,162 △45,578

流動資産合計 7,859,372 8,046,482

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,898,069 1,960,707

機械装置及び運搬具（純額） 1,974,102 1,898,426

その他（純額） 574,314 526,784

有形固定資産合計 4,446,487 4,385,918

無形固定資産 61,065 51,051

投資その他の資産   

投資有価証券 724,784 886,568

繰延税金資産 565,223 463,741

その他 376,391 350,700

貸倒引当金 △44,131 △15,670

投資その他の資産合計 1,622,267 1,685,340

固定資産合計 6,129,820 6,122,311

資産合計 13,989,192 14,168,793
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（単位：千円）

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 1,572,786 1,894,220

短期借入金 2,471,472 2,710,872

未払法人税等 148,266 87,246

賞与引当金 292,027 237,164

役員賞与引当金 1,000 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 896,368 538,180

流動負債合計 5,397,802 5,483,183

固定負債   

長期借入金 405,990 531,076

退職給付引当金 1,448,861 1,399,206

資産除去債務 42,112 －

その他 165,362 146,793

固定負債合計 2,062,326 2,077,075

負債合計 7,460,128 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 3,745,736 3,723,346

自己株式 △4,938 △4,938

株主資本合計 6,444,407 6,422,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 156,317 250,696

為替換算調整勘定 △71,660 △64,179

評価・換算差額等合計 84,656 186,516

純資産合計 6,529,063 6,608,534

負債純資産合計 13,989,192 14,168,793
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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：千円）

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 8,096,654 7,884,095

売上原価 6,577,199 6,339,328

売上総利益 1,519,455 1,544,767

販売費及び一般管理費 1,182,874 1,230,814

営業利益 336,581 313,952

営業外収益   

受取利息 1,028 1,087

受取配当金 6,798 9,037

受取補償金 － 6,344

その他 8,592 9,262

営業外収益合計 16,420 25,731

営業外費用   

支払利息 25,249 18,510

持分法による投資損失 9,432 12,147

為替差損 12,703 12,828

その他 790 3,740

営業外費用合計 48,175 47,226

経常利益 304,825 292,456

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 954

特別利益合計 － 954

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 14,342 16,086

投資有価証券評価損 － 8,814

特別損失合計 14,342 67,339

税金等調整前四半期純利益 290,483 226,071

法人税、住民税及び事業税 42,802 140,866

法人税等調整額 75,459 △28,258

法人税等合計 118,262 112,607

少数株主損益調整前四半期純利益 － 113,463

四半期純利益 172,220 113,463
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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 290,483 226,071

減価償却費 407,975 382,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,913 △954

賞与引当金の増減額（△は減少） 60,507 54,862

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,345 49,655

受取利息及び受取配当金 △7,827 △10,124

支払利息 25,249 18,510

為替差損益（△は益） 989 156

持分法による投資損益（△は益） 9,432 12,147

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,814

固定資産除却損 14,342 16,086

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） △557,231 △334,666

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,171 108,746

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,189 △5,934

仕入債務の増減額（△は減少） 185,777 △8,827

その他の流動負債の増減額（△は減少） 32,714 △37,680

その他 41,983 △43,690

小計 472,673 477,187

利息及び配当金の受取額 8,225 9,897

利息の支払額 △19,977 △13,961

法人税等の還付額 54,085 －

法人税等の支払額 △4,895 △74,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 510,110 398,189

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 △240,926 △43,729

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 △2,417 △7,201

貸付けによる支出 △33,496 △10,825

貸付金の回収による収入 6,427 7,717

その他の支出 △733 △723

その他の収入 6,923 2,312

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,171 △56,244
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（単位：千円）

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） 64,000 △306,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △256,656 △258,486

リース債務の返済による支出 △2,261 △8,578

自己株式の取得による支出 △3,106 －

配当金の支払額 △91,304 △90,936

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,328 △464,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △793 △412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,182 △122,467

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 1,691,743 1,991,714
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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）  

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）   

           

            

                     

                    

                    

                    

1,530,557

1,554,721

270,247

2,546,623

537,736

357,913

                    

                      

                     

                      

                    

                     

106.2

87.8

93.1

84.6

118.9

92.6

合計（千円）                    6,797,797                     92.5

 区分 

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）  

 前年同四半期比（％） 

 その他製品・商品（千円）           829,205            112.3

 合計（千円）           829,205            112.3

  

 区分 

  

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）  

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  

     

    

         

      

        

       

1,511,658

1,587,671

271,858

2,466,879

529,920

1,488,406

          

          

           

           

          

          

106.2

99.1

93.2

77.2

115.9

104.6

          

          

          

         

          

          

100,393

82,762

12,407

83,781

58,249

72,710

         

         

         

         

         

         

103.3

34.5

86.5

38.3

125.3

106.8

 合計       7,856,392           93.6           410,302          59.9
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   ④販売実績 

    （注）１．前第２四半期連結会計期間及び当第２四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）  

 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）  

         

         

          

         

          

         

1,523,534

1,598,195

274,132

2,508,540

488,937

1,490,755

           

           

            

                     

                      

                     

107.0

106.7

94.6

82.9

110.0

105.4

合計（千円）           7,884,095                        97.4

  

相手先 

  

 当第２四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日）  

 金額（千円）  割合（％）  

 ユニフーディア株式会社     1,718,026       21.8

 東洋水産株式会社      883,394       11.2
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