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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第３四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日）

 (1) 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 16,399 △6.1 1,316 △11.1 1,392 △10.3 831 △10.6
22年3月期第３四半期 17,469 △1.1 1,480 46.3 1,551 38.6 929 84.4

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３四半期 94 68 － －

22年3月期第３四半期 105 86 － －

 (2) 財政状態

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 20,528 17,636 85.9 2,008 16

22年3月期 20,499 17,189 83.9 1,957 24

(参考) 自己資本 23年3月期第３四半期 17,636百万円 22年3月期 17,189百万円

2. 配当の状況

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 － － 15 00 － － 25 00 40 00

 23年3月期 － － 20 00 － －

 23年3月期(予想) 20 00 40 00

3. 平成23年３月期の業績予想（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)

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 22,500 0.7 1,750 1.3 1,850 1.8 1,090 0.9 124 11



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

・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、弊社監査法人の四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

・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）２ページ「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。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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 8,832,311株 22年3月期 8,832,311株

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 50,109株 22年3月期 49,675株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Ｑ 8,782,514株 22年3月期3Ｑ 8,782,892株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の景気対策による駆け込み需要の影響等で持ち

直しの動きを見せたものの、依然として雇用状況の悪化、所得の減少等の影響は大きく、また、為替動

向等により、先行き不透明な状況のまま推移いたしました。 

食品業界におきましては、消費者の節約志向に伴う価格競争の激化ならびに残暑の影響による秋冬物

商品の販売の遅れによる販売減少に加え、世界規模での異常気象による原材料相場の不安定化など厳し

い経営環境が継続しております。 

このような状況の中で、当第３四半期累計期間の売上高は16,399百万円（前年同期比6.1％減）、営

業利益は1,316百万円（前年同期比11.1％減）、経常利益は1,392百万円（前年同期比10.3％減）、四半

期純利益は831百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

部門別では、液体調味食品部門は、業務用液体調味料の売上が大きく増加しましたが、全体では前年

同期比5.6％の減収となりました。 

粉粒体食品部門は、顆粒製品の受託が順調に推移しましたが、粉末スープが大幅に減少したため、前

年同期比8.2％の減収となりました。 

チルド食品部門は、史上稀に見る残暑が継続したことにより、秋冬物商品が大幅に減少し、前年同期

比5.1％の減収となりました。 

即席麺部門におきましても、チルド食品と同様の酷暑の影響により、前年同期比9.5％の減収となり

ました。 

その他部門は、水産物の売上が増加し、前年同期比7.2％の増収となりました。 

  

第３四半期末における資産の部は20,528百万円となり、前事業年度末と比べ29百万円増加しました。

主に流動資産では受取手形及び売掛金が198百万円増加し、固定資産では建物が112百万円、機械及び装

置が98百万円減少、投資その他の資産が59百万円増加しました。 

負債の部は2,892百万円となり、前事業年度末と比べ416百万円減少しました。主に流動負債の未払法

人税等が458百万円減少しました。 

純資産の部は17,636百万円となり、前事業年度末と比べ446百万円増加しました。主に利益剰余金が

436百万円増加となりました。 

  

平成22年５月14日に発表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更ありませ

ん。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より「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。 

これによる損益への影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,928,892 3,931,050

受取手形及び売掛金 2,360,163 2,161,864

商品及び製品 416,759 393,334

仕掛品 11,203 20,910

原材料及び貯蔵品 308,864 263,245

関係会社短期貸付金 7,000,000 7,000,000

その他 134,696 184,649

貸倒引当金 △9,385 △9,190

流動資産合計 14,151,193 13,945,864

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,410,427 2,523,321

機械及び装置（純額） 1,558,988 1,657,595

その他（純額） 986,894 1,005,581

有形固定資産合計 4,956,310 5,186,498

無形固定資産 17,117 21,720

投資その他の資産   

その他 1,406,305 1,344,916

貸倒引当金 △1,959 －

投資その他の資産合計 1,404,346 1,344,916

固定資産合計 6,377,774 6,553,135

資産合計 20,528,967 20,499,000

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,672,230 1,423,791

未払法人税等 115,000 573,000

賞与引当金 56,638 155,109

役員賞与引当金 9,970 21,000

その他 422,800 532,047

流動負債合計 2,276,638 2,704,947

固定負債   

退職給付引当金 576,006 556,814

役員退職慰労引当金 40,235 47,536

固定負債合計 616,241 604,350

負債合計 2,892,879 3,309,298
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,160,655 1,160,655

資本剰余金 1,160,652 1,160,652

利益剰余金 15,294,500 14,858,181

自己株式 △64,507 △63,857

株主資本合計 17,551,301 17,115,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84,786 74,070

評価・換算差額等合計 84,786 74,070

純資産合計 17,636,087 17,189,701

負債純資産合計 20,528,967 20,499,000
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 17,469,071 16,399,755

売上原価 15,334,522 14,423,307

売上総利益 2,134,549 1,976,448

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 192,236 193,698

賞与引当金繰入額 7,325 7,333

役員賞与引当金繰入額 14,880 9,970

退職給付費用 14,862 15,858

役員退職慰労引当金繰入額 6,525 5,550

貸倒引当金繰入額 598 2,154

その他 417,836 425,398

販売費及び一般管理費合計 654,263 659,963

営業利益 1,480,285 1,316,484

営業外収益   

受取利息 38,646 33,102

受取配当金 23,309 27,918

雑収入 20,565 24,300

営業外収益合計 82,521 85,321

営業外費用   

賃貸費用 8,923 8,008

雑支出 2,008 1,145

営業外費用合計 10,932 9,153

経常利益 1,551,874 1,392,652

特別利益   

固定資産売却益 － 31

投資有価証券売却益 176 －

補助金収入 21,258 1,197

特別利益合計 21,434 1,228

特別損失   

固定資産除売却損 2,957 4,207

特別損失合計 2,957 4,207

税引前四半期純利益 1,570,351 1,389,674

法人税、住民税及び事業税 635,852 499,869

法人税等調整額 4,725 58,269

法人税等合計 640,578 558,138

四半期純利益 929,773 831,535
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,236,966 5,773,225

売上原価 5,475,997 5,136,185

売上総利益 760,969 637,040

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 64,375 61,166

賞与引当金繰入額 7,325 7,333

役員賞与引当金繰入額 8,290 7,795

退職給付費用 4,954 5,115

役員退職慰労引当金繰入額 2,175 2,025

貸倒引当金繰入額 159 683

その他 140,556 145,996

販売費及び一般管理費合計 227,835 230,115

営業利益 533,133 406,925

営業外収益   

受取利息 12,933 10,493

受取配当金 4,810 5,444

雑収入 10,364 9,042

営業外収益合計 28,108 24,981

営業外費用   

賃貸費用 2,991 2,669

雑支出 0 149

営業外費用合計 2,991 2,818

経常利益 558,250 429,087

特別利益   

固定資産売却益 － 31

補助金収入 21,258 －

特別利益合計 21,258 31

特別損失   

固定資産除売却損 367 3,072

特別損失合計 367 3,072

税引前四半期純利益 579,140 426,047

法人税、住民税及び事業税 203,932 142,759

法人税等調整額 33,721 32,894

法人税等合計 237,654 175,653

四半期純利益 341,486 250,393
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,570,351 1,389,674

減価償却費 511,912 475,698

貸倒引当金の増減額（△は減少） 598 2,154

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,050 △98,471

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,200 △11,030

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,359 19,192

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,525 △7,301

投資有価証券売却損益（△は益） △176 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △18

有形固定資産除却損 2,957 4,194

受取利息及び受取配当金 △61,955 △61,020

売上債権の増減額（△は増加） △102,022 △198,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,137 △59,337

仕入債務の増減額（△は減少） 7,960 248,439

未払消費税等の増減額（△は減少） 70,468 △53,645

長期前払費用の増減額（△は増加） △25,406 8,224

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,667 △12,731

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,365 △34,823

小計 1,869,882 1,610,899

利息及び配当金の受取額 63,480 61,437

法人税等の支払額 △373,852 △951,369

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,559,510 720,967

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 △278,000 △288,000

定期預金の払戻による収入 378,000 378,000

有形固定資産の取得による支出 △256,545 △286,497

有形固定資産の売却による収入 － 70

無形固定資産の取得による支出 △14,761 －

投資有価証券の売却による収入 480 －

子会社出資金の取得による支出 － △52,022

短期貸付けによる支出 △500,000 －

その他の支出 △13,160 △11,438

その他の収入 558 8,562

投資活動によるキャッシュ・フロー △683,428 △251,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △260,625 △381,149

自己株式の純増減額（△は増加） △693 △649

財務活動によるキャッシュ・フロー △261,319 △381,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 614,762 87,841

現金及び現金同等物の期首残高 2,555,591 3,707,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,170,354 3,794,892
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該当事項はありません。 

  

  

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) 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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当第３四半期会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 生産金額は販売価格により算出しております。 

(算式)   売上高÷売上数量×生産数量 

２ 生産実績には、見本品等を含んでおります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 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 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

4. 補足情報

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産金額(千円) 前年同四半期比（％）

液体調味食品 680,740 －

粉粒体食品 1,248,194 －

チルド食品 850,637 －

即席麺 2,394,807 －

合計 5,174,380 －

(2) 販売実績

セグメントの名称 販売金額(千円) 前年同四半期比（％）

液体調味食品 664,622 －

粉粒体食品 1,174,309 －

チルド食品 850,560 －

即席麺 2,388,656 －

報告セグメント計 5,078,148 －

その他
冷凍魚ほか 682,135 －

倉庫収入 12,941 －

その他計 695,077 －

合計 5,773,225 －

相手先
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東洋水産㈱ 4,954,344 79.4 4,432,461 76.8
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