
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

   

 
     

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ％

26年３月期第２四半期 2,804 △1.6 338 △4.3 495 △9.4 64 △78.4
25年３月期第２四半期 2,849 △11.5 353 △26.8 547 △11.8 296 △23.5

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

26年３月期第２四半期 10.27 －
25年３月期第２四半期 47.40 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 15,650 13,920 89.0

25年３月期 15,691 13,942 88.9

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 13,920百万円 25年３月期 13,942百万円

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

25年３月期 － 15.00 － 15.00 30.00

26年３月期 － 15.00

26年３月期(予想) － 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 5,850 △0.3 680 △12.9 825 △17.1 128 △23.7 20.57

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料４ページ「２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 四半期財務諸表の作成に特有の会 
計処理の適用」をご覧ください。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 9,326,460株 25年３月期 9,326,460株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 3,078,655株 25年３月期 3,078,655株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 6,247,805株 25年３月期２Ｑ 6,249,976株

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの 
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、輸出企業を中心とする業績回復や消費の持ち直しによ

る国内景気回復の期待が高まる一方で、円安による物価上昇懸念や欧州の財政不安などにより国内景気

の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社の当第２四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきまして

は、緑茶エキス等が増加したものの、機能性茶エキス・紅茶エキス等が減少したため、売上高は 1,423

百万円(対前年同四半期比 9.0％減)となりました。 

粉末天然調味料につきましては、粉末酢・粉末ソース等が減少したものの、粉末椎茸等の主力製品が

増加したため、売上高は 797百万円(同 2.9％増)となりました。 

液体天然調味料につきましては、椎茸エキス等が減少したものの、鰹節エキス・昆布エキスが増加し

たため、売上高は 344百万円(同 8.8％増)となりました。 

植物エキスにつきましては、野菜エキスが減少したものの、果実エキス等が増加したため、売上高は

211百万円(同 23.4％増)となりました。 

粉末酒につきましては、ブランデータイプ・ワインタイプ・みりんタイプ等が増加したため、売上高

は 24百万円(同 24.2％増)となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 2,804百万円(同 1.6％減)となり、前年同四半期より

45百万円減少しました。 

損益面につきましては、売上高の減少及び一般管理費の増加により営業利益は 338百万円(同 4.3％

減)、貸倒引当金戻入額を計上したため経常利益は 495百万円(同 9.4％減)となりました。また、法人

税法の改正に伴う貸倒引当金繰入限度額の減少により法人税等が大幅に増加し、四半期純利益は 64百

万円(同 78.4％減)となりました。 

なお、当社は食品加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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①財政状態の分析 

当第２四半期会計期間末における資産合計は 15,650百万円となり、前事業年度末に比べ 41百万円減

少しました。 

流動資産は 6,698百万円となり、前事業年度末に比べ 122百万円増加しました。主に、売上債権が

179百万円減少し、たな卸資産、現金及び預金がそれぞれ 129百万円、128百万円増加したことによりま

す。 

固定資産は 8,951百万円となり、163百万円減少しました。主に、有形固定資産が 172百万円減少し

たことによります。 

負債合計は 1,729百万円となり、前事業年度末に比べ 19百万円減少しました。 

流動負債は 1,596百万円となり、前事業年度末に比べ 15百万円減少しました。主に、未払法人税等

が 278百万円増加し、仕入債務及び未払金がそれぞれ 168百万円、109百万円減少したことによりま

す。 

固定負債は 132百万円となり、前事業年度末に比べ ４百万円減少しました。主に、役員退職慰労引

当金が ３百万円増加し、繰延税金負債が ７百万円減少したことによります。 

純資産合計は 13,920百万円となり、前事業年度末に比べ 21百万円減少しました。主に、四半期純利

益 64百万円を計上したものの、配当金の支出により 93百万円減少したことによります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より

128百万円増加し、4,252百万円となりました。 

なお、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は、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) 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、349百万円（前年同四半期は 771百

万円の増加）となりました。これは主に、税引前四半期純利益 492百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、127百万円（前年同四半期は 40百万

円の減少）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 116百万円によるものであり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、93百万円（前年同四半期は 95百万

円の減少）となりました。これは、配当金の支払による支出 93百万円によるものであります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました平成26年３月期の

業績予想に変更はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には

法定実効税率を使用しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,124,151 4,252,448

受取手形及び売掛金 1,294,126 1,114,720

製品 472,744 588,496

仕掛品 304,021 314,691

原材料及び貯蔵品 222,611 225,530

その他 158,783 202,867

貸倒引当金 △129 △112

流動資産合計 6,576,309 6,698,643

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,355,267 2,285,638

機械及び装置（純額） 2,281,701 2,192,821

土地 2,468,073 2,468,073

建設仮勘定 11,187 4,250

その他（純額） 142,213 135,614

有形固定資産合計 7,258,444 7,086,398

無形固定資産 30,406 25,708

投資その他の資産   

投資有価証券 1,684,608 1,687,873

破産更生債権等 5,280,321 5,161,701

その他 141,851 151,641

貸倒引当金 △5,280,321 △5,161,701

投資その他の資産合計 1,826,460 1,839,515

固定資産合計 9,115,311 8,951,621

資産合計 15,691,620 15,650,265
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 464,331 295,673

短期借入金 500,000 500,000

未払金 212,611 102,947

未払法人税等 162,733 441,075

賞与引当金 117,000 122,000

設備関係支払手形 2,414 615

その他 153,159 134,527

流動負債合計 1,612,251 1,596,839

固定負債   

役員退職慰労引当金 22,660 26,038

繰延税金負債 58,963 51,271

資産除去債務 55,038 55,190

固定負債合計 136,662 132,500

負債合計 1,748,913 1,729,339

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,444,796 4,444,796

利益剰余金 9,077,770 9,048,187

自己株式 △3,427,934 △3,427,934

株主資本合計 13,766,907 13,737,323

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175,800 183,601

評価・換算差額等合計 175,800 183,601

純資産合計 13,942,707 13,920,925

負債純資産合計 15,691,620 15,650,265
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,849,172 2,804,066

売上原価 2,126,624 2,083,418

売上総利益 722,548 720,647

販売費及び一般管理費 368,884 382,204

営業利益 353,663 338,443

営業外収益   

受取利息 466 827

受取配当金 20,005 27,851

助成金収入 4,078 4,078

貸倒引当金戻入額 167,319 118,612

その他 4,263 8,075

営業外収益合計 196,132 159,443

営業外費用   

支払利息 2,592 2,364

自己株式取得費用 1 －

その他 0 0

営業外費用合計 2,593 2,365

経常利益 547,203 495,522

特別損失   

固定資産売却損 － 216

固定資産除却損 1,449 2,734

投資有価証券評価損 74,123 －

特別損失合計 75,572 2,951

税引前四半期純利益 471,630 492,570

法人税等 175,398 428,437

四半期純利益 296,232 64,133
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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２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 471,630 492,570

減価償却費 220,094 220,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） △167,319 △118,637

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,600 5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,981 3,378

保険解約損益（△は益） △334 △3,310

受取利息及び受取配当金 △20,471 △28,678

支払利息 2,592 2,364

有形固定資産売却損益（△は益） － 216

有形固定資産除却損 1,449 2,734

投資有価証券評価損益（△は益） 74,123 －

受取保険金 － △2,433

助成金収入 △4,078 △4,078

売上債権の増減額（△は増加） 130,109 179,405

たな卸資産の増減額（△は増加） 114 △129,340

その他の流動資産の増減額（△は増加） △34,162 △38,959

仕入債務の増減額（△は減少） △23,843 △169,904

未払金の増減額（△は減少） △8,192 △40,326

未払費用の増減額（△は減少） 6,218 △3,455

未払消費税等の増減額（△は減少） △67,416 △5,771

破産更生債権等の増減額（△は増加） 167,289 118,620

その他の流動負債の増減額（△は減少） 268 △12,237

その他 1,685 824

小計 756,338 467,999

利息及び配当金の受取額 20,304 28,639

利息の支払額 △2,573 △2,344

保険金の受取額 － 2,433

法人税等の支払額 △2,727 △147,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 771,342 349,465

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 △10,773 △116,063

有形固定資産の売却による収入 － 20

投資有価証券の取得による支出 △26,587 △4,020

長期前払費用の取得による支出 △60 △4,107

助成金による収入 4,078 4,078

その他の収入 2,187 2,537

その他の支出 △10,524 △10,840

その他 1,295 863

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,385 △127,532

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △2,160 －

配当金の支払額 △93,759 △93,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,919 △93,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 635,037 128,297

現金及び現金同等物の期首残高 2,978,651 4,124,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,613,689 4,252,448
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社の事業セグメントは、食品加工事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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①生産実績 

当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

 
 (注)１．金額は、販売価格によっております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注実績 

当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。  

  

③販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

 
 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．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 

 
  

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

品目 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

茶エキス 1,506,588 △4.3

粉末天然調味料 800,374 4.7

液体天然調味料 362,711 13.8

植物エキス 192,859 7.0

粉末酒 20,971 0.5

合計 2,883,505 0.9

品目 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

茶エキス 1,423,377 △9.0

粉末天然調味料 797,365 2.9

液体天然調味料 344,820 8.8

植物エキス 211,512 23.4

粉末酒 24,109 24.2

その他 2,881 7.2

合計 2,804,066 △1.6

相手先
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱伊藤園 271,807 9.5 318,086 11.3

佐藤食品工業㈱(2814）　平成26年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

10




