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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 59,024 1.7 4,687 18.3 4,788 18.1 2,161 0.9
22年3月期第3四半期 58,038 △5.2 3,961 45.1 4,054 48.4 2,143 37.0

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3四半期 95.39 ―

22年3月期第3四半期 92.85 ―

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3四半期 85,208 56,157 65.6 2,464.87
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3四半期  55,854百万円 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3Q  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3Q  992,197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3Q  22,660,544株 22年3月期3Q  23,081,707株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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の効果をうけ緩やかな回復

基調を示してきたものの、その勢いは鈍化しており、雇用情勢の悪化や急激に進行した為替円高のなかで、先行きに

不透明感を拭えない状況が続いております。 

このような状況下における当第３四半期の業績につきましては、売上高は、国内売上高の減少が続くものの、 

海外売上高では新興国向けの好調と欧米各国向けの回復が進んだことにより、前年同期から1.7％（9億85百万円） 

増加し、590億24百万円となりました。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18.3％（7億25百万円）増加し、46億87百万円となり、経常利益は、同

18.1％（7億33百万円）増加し、47億88百万円となりました。 

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し、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13億75百万円、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0.9％（18百万円）増加し、21億61百万円とな

り、増収増益を確保いたしました。 

  

 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、自主回収の影響から第２四半期以降の「乾燥

わかめ（ふえるわかめ）」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、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ましたが、「乳化剤」などの食品用改良剤が好調に推移したことで、売上が前年

同期を上回りました。 

 この結果、当セグメントの売上高は前年同期から3.7％（16億41百万円）減少し、431億84百万円となりました。 

  

（国内化成品その他事業） 

 「化成品」は、デジタル家電・自動車部品分野向けの添加剤が政府の景気浮揚策の一部終了に伴い第３四半期（10

月から12月）の売上が減少したものの、累計期間では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3.0％（1億43百万円）減少し、46億42百万円となりました。 

  

（海外事業） 

 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、新興国向けの好調と欧米向けの復調で売

上が回復し、ビタミン類も同様に米国での売上が回復いたしました。また中国子会社で取り扱う水産加工品につきま

しても、欧州向けの出荷が大幅に増加いたしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は前年同期から30.0％（27億円）増加し、116億86百万円となりました。 

  

（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、当社商品の自主回収や厳冬の影響をうけた「家庭用食品」及び「業務用食品」の落

ち込みなど、国内売上高は第４四半期も厳しい状況が続きますが、海外売上高は第３四半期までの好調を維持するも

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、第４四半期において

も同様の推移が見込まれることから、平成22年７月29日に公表いたしました業績予想数値を変更しておりません。 

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３四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9百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が270百万円減少してお

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 14,681 13,379

受取手形及び売掛金 20,035 17,990

有価証券 814 813

商品及び製品 5,306 5,879

仕掛品 3,134 3,043

原材料及び貯蔵品 4,713 5,337

その他 2,500 2,333

貸倒引当金 △6 △11

流動資産合計 51,180 48,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,954 11,435

機械装置及び運搬具（純額） 7,440 8,030

その他（純額） 3,915 3,778

有形固定資産合計 22,310 23,245

無形固定資産 779 847

投資その他の資産   

投資有価証券 9,619 9,860

その他 1,338 1,365

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 10,937 11,204

固定資産合計 34,027 35,297

資産合計 85,208 84,063
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 9,845 7,922

短期借入金 7,522 7,509

未払法人税等 782 1,304

引当金 228 798

その他 5,971 5,336

流動負債合計 24,350 22,872

固定負債   

長期借入金 885 959

退職給付引当金 1,105 1,106

その他 2,709 2,852

固定負債合計 4,700 4,918

負債合計 29,051 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 52,753 51,442

自己株式 △2,578 △2,578

株主資本合計 55,179 53,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,226 2,852

繰延ヘッジ損益 △10 15

為替換算調整勘定 △1,541 △854

評価・換算差額等合計 675 2,013

少数株主持分 302 391

純資産合計 56,157 56,272

負債純資産合計 85,208 84,063
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 58,038 59,024

売上原価 39,895 40,177

売上総利益 18,143 18,846

販売費及び一般管理費 14,181 14,158

営業利益 3,961 4,687

営業外収益   

受取利息 35 29

受取配当金 250 265

その他 115 112

営業外収益合計 401 407

営業外費用   

支払利息 275 237

その他 32 68

営業外費用合計 308 306

経常利益 4,054 4,788

特別利益   

固定資産売却益 33 1

投資有価証券売却益 28 689

その他 － 73

特別利益合計 62 764

特別損失   

固定資産売却損 68 0

固定資産除却損 121 19

たな卸資産処分損 70 －

投資有価証券評価損 95 0

自主回収関連費用 － 1,375

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 44 2

特別損失合計 537 1,660

税金等調整前四半期純利益 3,579 3,892

法人税等 1,439 1,710

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,181

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 19

四半期純利益 2,143 2,161
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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、水産加工品、冷凍野菜な

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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

△227百万円、棚卸資産の調整額△44百万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  43,169  4,642  11,212  59,024  －  59,024

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 15  －  474  489  △489  －

計  43,184  4,642  11,686  59,513  △489  59,024

セグメント利益  3,929  585  450  4,966  △278  4,687

（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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