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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 38,355 8.0 7,733 15.6 7,193 9.5 4,185 15.8
22年3月期第3四半期 35,504 4.8 6,691 5.0 6,568 9.3 3,615 11.9

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 126.74 126.72
22年3月期第3四半期 109.47 ―

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 63,570 45,172 71.0 1,367.38
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3四半期  45,154百万円 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3Q 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3Q  336,522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3Q 33,022,815株 22年3月期3Q 33,023,645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のわが国経済は、新興国市場を中心とした海外経済の改善や政府による経済対策の効

果などにより一部回復の兆しが見られました。しかしながら、円高の進行やデフレの継続、またエコカー減税の終

了など経済政策の減衰により、景気の減速が改めて懸念されるところとなりました。また個人消費につきまして

も、依然として雇用情勢や所得水準の改善が不透明であることから消費者の生活防衛に対する意識は高く、厳しい

状況で推移いたしました。きのこ業界におきましては、食の安心・安全への関心から国産品の購買傾向は引き続い

ているものの、低価格志向からくる単価の下落により厳しい状況で推移いたしました。  

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・安全

なきのこをお届けすることを第一として、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

なったことに加えて、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の出荷を開始したことや子会社で

ある米国のHOKTO KINOKO COMPANYにおいて工場の稼働が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。販売面におきましては、第３四半期以降、引き続いていたきのこの健康効果への期待からくる需要が

一服したこと、また消費者の低価格志向などによりきのこ単価は厳しい状況で推移しておりましたが、きのこの生

産量の増加による数量効果から販売量が増加し、売上高は底堅く推移いたしました。また営業利益、経常利益、四

半期純利益も前年同四半期期を上回りました。  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は383億55百万円（前年同四半期比8.0％増）、営業利益77億33

百万円（同15.6％増）、経常利益71億93百万円（同9.5％増）、四半期純利益41億85百万円（同15.8％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。

生産部門の当第３四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31,036ｔ、エリンギ12,611ｔ、マ

イタケ8,365ｔとなりました。当期９月より新設の福岡八女工場にてブナシメジの生産を開始したことにより、生

産量は順調に増加いたしました。販売部門におきましては、きのこの健康効果への期待による需要が一服したこと

や、猛暑の影響などによる野菜価格の高騰からくる消費者の野菜離れなどにより、きのこの価格は下落傾向となり

ましたが、販売量は増加いたしました。 

  以上の結果、きのこ事業全体の売上高は325億62百万円（同7.0％増）となりました。 

  

［化成品事業］ 

  化成品事業におきましては、販売単価が伸び悩むなど依然として厳しい販売環境が続いております。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結果、売上高は計

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57億93百万円（同13.9％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３四半期連結会計期間末における資産、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635億70百万円となり、前連結会計年度末より15億89百万円増加いたしました。流動資産は128億３百万

円となり前連結会計年度末より10億44百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金17億31百万円の増

加と繰延税金資産３億17百万円の減少によるものであります。固定資産は507億66百万円となり、前連結会計年度末

より５億44百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産８億27百万円の増加と投資有価証券３億72百万円の

減少によるものであります。 

②負債の部 

  負債の部は183億98百万円となり、前連結会計年度末より４億61百万円減少いたしました。流動負債は166億41百万

円となり前連結会計年度末より19億74百万円の減少となりました。これは主に未払法人税等18億92百万円の減少によ

るものであります。固定負債は17億57百万円となり、前連結会計年度末より15億13百万円の増加となりました。これ

は主に長期借入金16億９百万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、451億72百万円となり、前連結会計年度末より20億50百万円の増加となりました。これは主に配当

金18億16百万円の減少と四半期純利益41億85百万円の増加による利益剰余金23億69百万円によるものであります。  

   

  また、当第３四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32億73百万円となり、

前連結会計年度末より８億78百万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 

  営業活動により獲得した資金は32億76百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益72億９百万円を

計上したことによる資金の増加と法人税等の支払額46億１百万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と比較して１億18百万円の収入の減少となりました。大きな要因としましては税

金等調整前四半期純利益６億40百万の計上による資金の増加と法人税等の支払額10億92百万円であります。  

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32億63百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出32億23百万

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と比較して１億39百万円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出２億46百万円の減少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 

  財務活動により減少した資金は８億46百万円となりました。これは主に短期借入れによる収入50億円と短期借入金

の返済による支出65億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と比較して16億11百万円の収入の減少となりました。これは主に、短期借入れに

よる収入の減少20億円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１百万円、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表示方法の変更 

・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３四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。 

・前第３四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３四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３四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46百万円であり

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 3,461 3,823

受取手形及び売掛金 4,691 2,959

商品及び製品 1,074 861

仕掛品 2,649 2,460

原材料及び貯蔵品 417 327

繰延税金資産 360 677

その他 152 652

貸倒引当金 △2 △4

流動資産合計 12,803 11,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 39,837 38,706

減価償却累計額 △14,487 △13,567

建物及び構築物（純額） 25,349 25,139

機械装置及び運搬具 18,640 16,331

減価償却累計額 △10,103 △8,932

機械装置及び運搬具（純額） 8,536 7,399

土地 11,448 11,412

建設仮勘定 256 807

その他 1,382 1,317

減価償却累計額 △989 △919

その他（純額） 393 398

有形固定資産合計 45,983 45,156

無形固定資産 178 201

投資その他の資産   

投資有価証券 3,486 3,858

繰延税金資産 617 471

その他 633 681

貸倒引当金 △131 △146

投資その他の資産合計 4,604 4,864

固定資産合計 50,766 50,222

資産合計 63,570 61,981
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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 4,268 3,707

短期借入金 5,500 7,000

未払法人税等 2,133 4,025

引当金 372 829

その他 4,366 3,052

流動負債合計 16,641 18,615

固定負債   

長期借入金 1,609 －

引当金 8 10

その他 138 232

固定負債合計 1,757 243

負債合計 18,398 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 35,420 33,051

自己株式 △716 △715

株主資本合計 45,896 43,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △216 △8

為替換算調整勘定 △525 △397

評価・換算差額等合計 △742 △406

新株予約権 18 －

純資産合計 45,172 43,122

負債純資産合計 63,570 61,981
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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 35,504 38,355

売上原価 21,800 22,986

売上総利益 13,704 15,369

販売費及び一般管理費   

販売手数料 2,347 2,525

運搬費 1,982 2,046

賞与引当金繰入額 59 59

その他 2,624 3,004

販売費及び一般管理費合計 7,012 7,636

営業利益 6,691 7,733

営業外収益   

受取配当金 － 73

受取地代家賃 95 116

助成金収入 190 109

その他 76 23

営業外収益合計 363 323

営業外費用   

支払利息 58 59

為替差損 384 771

その他 44 32

営業外費用合計 486 862

経常利益 6,568 7,193

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 15

投資有価証券売却益 3 10

その他 0 1

特別利益合計 12 27

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2

固定資産除却損 11 0

投資有価証券評価損 － 5

その他 0 1

特別損失合計 11 11

税金等調整前四半期純利益 6,568 7,209

法人税、住民税及び事業税 2,700 2,712

法人税等調整額 253 311

法人税等合計 2,953 3,024

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,185

少数株主利益 － －

四半期純利益 3,615 4,185
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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) 

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 6,568 7,209

減価償却費 2,334 2,285

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） △383 △457

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 △2

前払年金費用の増減額（△は増加） 42 38

受取利息及び受取配当金 △53 △76

支払利息 58 59

為替差損益（△は益） 373 772

投資事業組合運用損益（△は益） 44 32

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △10

投資有価証券評価損益（△は益） － 5

有形固定資産売却損益（△は益） △0 1

有形固定資産除却損 11 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,877 △1,758

たな卸資産の増減額（△は増加） △190 △509

仕入債務の増減額（△は減少） 168 561

その他の流動資産の増減額（△は増加） △127 △5

その他の流動負債の増減額（△は減少） △58 △288

その他 － △2

小計 6,908 7,839

利息及び配当金の受取額 53 76

利息の支払額 △58 △38

法人税等の支払額 △3,508 △4,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,394 3,276

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 △150 △20

定期預金の払戻による収入 415 －

有形固定資産の取得による支出 △3,470 △3,223

有形固定資産の売却による収入 1 3

投資有価証券の取得による支出 △356 △254

投資有価証券の売却による収入 147 250

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 △47 △35

その他の収入 5 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,402 △3,263
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（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) 

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 △4,707 △6,500

長期借入れによる収入 200 3,000

長期借入金の返済による支出 △10 △530

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,716 △1,815

財務活動によるキャッシュ・フロー 764 △846

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 740 △878

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 3,040 3,273
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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） 

（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  32,562  5,793  38,355  －  38,355

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 22  407  429  △429  －

計  32,584  6,201  38,785  △429  38,355

セグメント利益  7,355  375  7,730  2  7,733

（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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