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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 13,764 1.5 △117 ― △132 ― △82 ―

22年3月期第3四半期 13,560 △34.4 446 △71.1 446 △70.8 234 △72.1

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 △5.25 ―

22年3月期第3四半期 14.82 ―

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 11,871 4,407 37.1 279.15
22年3月期 11,438 4,577 40.0 289.87

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  4,405百万円 22年3月期  4,575百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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  有  
 

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 18,500 3.3 40 △92.0 30 △94.0 18 △92.4 1.14



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを終了しており、２月２日付けの四半期レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、業績予想の前提となる仮定その他の条件については、四半期決算短信（添付資料)２ページをご覧ください。 

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3Q 16,060,000株 22年3月期 16,060,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q 277,605株 22年3月期 276,826株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,782,842株 22年3月期3Q 15,826,546株



（参考）平成２３年３月期の個別業績予想（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 17,800 3.5 30 △93.3 20 △95.8 12 △95.4 0 76

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績については、今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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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我が国経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策効果などを背景に、一部

に明るい兆しが見られたものの、依然として雇用情勢は改善されず、個人消費の回復が遅れるとともに、穏やかな

デフレが続くなど厳しい状況で推移しました。 

植物油業界におきましては、海外原料価格などが時間の経過とともに騰勢を強め原料コストが大幅に増加する

なかで、油脂製品の連産品である油粕価格が低迷するなど収益面におきまして大変厳しい経営環境となりました。

このような状況のなかで、当社グループは、油脂製品では、顧客ニーズを十分に踏まえたきめ細かな営業活動

を展開し、食油・工業油ともに販売数量の増加を図ることができ、売上高は増加いたしました。なお、油粕につき

ましては概ね前年並みの販売数量となりましたが価格の低迷から、石鹸・化粧品につきましては個人消費の低迷を

受けて販売数量が減少したことを主因として、それぞれ売上高は減少いたしました。 

 また、収益面におきましては、コスト削減の取組みを強化する一方で、海外原料相場などの上昇を反映した適正

な価格の実現に粘り強く取組み、第３四半期以降一定の成果を上げることができましたが、デフレ環境の中で十分

な改定にまでは至らず、大幅な収益悪化のやむなきに至りました。  

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は13,764百万円(前年同期は13,560百万円）、営業損失117

百万円（前年同期は営業利益446百万円）、経常損失132百万円(前年同期は経常利益446百万円）、四半期純損失82

百万円(前年同期は四半期純利益234百万円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における資産の部は、118億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億33百万円増加いたしま

した。主な要因は、売上債権の増加によるものであります。 

 負債の部では、前連結会計年度末比6億3百万円増加の74億63百万円となりました。主な要因は、仕入債務の増加

によるものであります。 

 純資産の部では、前連結会計年度末比より1億69百万円減少の44億7百万円となりました。主な要因は、当四半期

純損失を82百万円計上し、配当金の支払いを78百万円行ったことと、その他有価証券評価差額金が9百万円減少し

たこと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 

 平成22年10月29日に公表いたしました平成23年3月期（平成22年4月1日～平成23年3月31日）の連結業績予想を修

正しております。詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。 

  

  

１．当四半期の連結業績等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 

 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会計処理基準に関する事項の変更 

 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、棚卸資産の評価方法を従来、一部の連結子会社の製品、仕掛品は移動平均法に基

づく原価法、原材料は最終仕入原価法に基づく原価法により評価しておりましたが、親会社と評価方法統一のた

め、総平均法（月別）による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更

しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は、軽微であります。  

  

 企業結合に関する会計基準等の適用 

 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）

を適用しております。 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、従来、部分時価評価法を採用しておりましたが、全面時価評価法

を採用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 

  

 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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

 ②表示方法の変更  

 「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）の適用によ

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損失」の科目で表示しております。 

  

  

  

  

  

  

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：千円）

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 1,287,586 1,773,720

受取手形及び売掛金 4,098,255 3,280,382

商品及び製品 482,160 545,600

仕掛品 206,060 271,473

原材料及び貯蔵品 921,832 680,208

その他 187,519 153,060

貸倒引当金 △4,592 △3,677

流動資産合計 7,178,823 6,700,768

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 502,736 511,425

機械装置及び運搬具（純額） 1,807,298 1,951,587

土地 1,506,967 1,506,967

その他（純額） 206,166 89,057

有形固定資産合計 4,023,168 4,059,038

無形固定資産 8,633 13,945

投資その他の資産   

投資有価証券 162,947 186,735

その他 501,467 481,084

貸倒引当金 △3,290 △3,292

投資その他の資産合計 661,125 664,527

固定資産合計 4,692,927 4,737,510

資産合計 11,871,751 11,438,278
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（単位：千円）

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 3,360,896 2,854,406

短期借入金 1,558,550 1,410,550

未払法人税等 3,707 65,596

賞与引当金 60,599 113,391

役員賞与引当金 － 6,000

その他 552,777 472,931

流動負債合計 5,536,531 4,922,875

固定負債   

長期借入金 890,800 891,750

退職給付引当金 507,079 473,891

役員退職慰労引当金 160,031 177,168

負ののれん 10,801 11,536

その他 358,724 383,689

固定負債合計 1,927,436 1,938,036

負債合計 7,463,968 6,860,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,351,300 1,351,300

資本剰余金 814,596 814,596

利益剰余金 2,262,463 2,421,861

自己株式 △49,213 △49,106

株主資本合計 4,379,146 4,538,651

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,445 36,404

評価・換算差額等合計 26,445 36,404

少数株主持分 2,191 2,309

純資産合計 4,407,782 4,577,366

負債純資産合計 11,871,751 11,438,278
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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：千円）

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 13,560,655 13,764,320

売上原価 11,355,455 12,126,744

売上総利益 2,205,199 1,637,575

販売費及び一般管理費 1,758,877 1,754,794

営業利益又は営業損失（△） 446,322 △117,219

営業外収益   

受取利息 1,200 934

受取配当金 2,386 2,706

負ののれん償却額 734 734

受取手数料 29,987 4,846

その他 9,068 14,338

営業外収益合計 43,378 23,560

営業外費用   

支払利息 37,896 35,213

持分法による投資損失 1,758 504

その他 3,606 2,837

営業外費用合計 43,261 38,556

経常利益又は経常損失（△） 446,439 △132,215

特別利益   

投資有価証券売却益 230 －

役員退職慰労引当金戻入額 2,718 －

その他 1,096 －

特別利益合計 4,045 －

特別損失   

固定資産除却損 1,463 4,017

投資有価証券評価損 － 7,707

特別損失合計 1,463 11,724

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

449,020 △143,939

法人税、住民税及び事業税 113,459 12,232

法人税等調整額 100,498 △73,145

法人税等合計 213,958 △60,912

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △83,026

少数株主利益又は少数株主損失（△） 447 △118

四半期純利益又は四半期純損失（△） 234,615 △82,908
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

449,020 △143,939

減価償却費 330,308 320,227

負ののれん償却額 △734 △734

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,761 33,187

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,199 △52,791

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,478 △17,137

貸倒引当金の増減額（△は減少） △106 912

持分法による投資損益（△は益） 1,758 504

受取利息及び受取配当金 △3,587 △3,640

支払利息 37,896 35,213

投資有価証券売却損益（△は益） △200 －

固定資産除却損 1,463 4,017

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,707

売上債権の増減額（△は増加） 84,463 △817,873

たな卸資産の増減額（△は増加） 283,559 △112,771

仕入債務の増減額（△は減少） 296,902 615,028

未払消費税等の増減額（△は減少） △91,958 △19,917

未払費用の増減額（△は減少） △19,935 △3,672

その他 △15,368 6,577

小計 1,329,565 △149,101

利息及び配当金の受取額 3,587 3,630

利息の支払額 △38,124 △35,262

法人税等の支払額 △693,814 △71,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 601,214 △251,933

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,001 △1,023

投資有価証券の売却による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △278,791 △315,409

貸付金の回収による収入 3,345 3,120

その他 2,209 21,017

投資活動によるキャッシュ・フロー △273,938 △292,295
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（単位：千円）

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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △66,250 －

短期借入れによる収入 － 1,131,000

短期借入金の返済による支出 － △1,063,250

長期借入れによる収入 450,000 405,000

長期借入金の返済による支出 △304,812 △325,700

自己株式の取得による支出 △33,800 △106

配当金の支払額 △111,135 △79,199

その他 △53,460 3,351

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,458 71,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 207,817 △473,133

現金及び現金同等物の期首残高 1,447,367 1,670,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,655,184 1,197,468
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 該当事項はありません。  

  

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める油脂部門及びその副 

産物である油粕部門の製造及び販売事業の割合が、いずれも90％を超えているため、セグメント情報の記載を省

略しております。 

  

（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

（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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