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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 56,570 5.1 1,934 △12.4 2,394 1.3 1,499 73.1
23年3月期第1四半期 53,812 △0.8 2,207 △37.4 2,362 △29.9 865 △57.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,542百万円 （361.0％） 23年3月期第1四半期 334百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 9.10 ―
23年3月期第1四半期 5.10 ―

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

24年3月期第1四半期 144,077 50,665 33.4 291.67
23年3月期 140,645 50,277 33.9 289.73
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  48,050百万円 23年3月期  47,731百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 114,000 6.6 3,600 △6.5 3,700 △10.9 1,900 18.8 11.53
通期 232,000 8.6 6,900 32.1 7,100 23.4 3,700 790.4 22.46



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表のレビュ
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、記載さ
れた将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 
 なお、業績予想に関する事項は添付資料4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 164,849,898 株 23年3月期 164,849,898 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 108,991 株 23年3月期 107,350 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 164,741,786 株 23年3月期1Q 169,703,396 株
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当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、東日本大震災とその後の原発事故や電力不足などの影響も

あり依然として厳しい環境にありました。  

 食品業界におきましても、景気低迷に震災後の自粛ムードが拍車をかける厳しい状況となりました。  

 原料穀物相場につきましては、昨年の急騰以来、米国の悪天候などの影響もあり、小麦、大豆、菜種、

とうもろこしの全てにおいて高値で推移しております。特に、とうもろこしの価格は、中東情勢の不安に

よるエタノール用の需要もあり、史上最高値を更新した上に、小麦価格を上回るという現象も生じており

ます。  

 このような状況の中、当社グループは、2009年（平成21年）よりスタートした「中期経営計画09－11」

の５つの基本戦略「①財務体質の強化」「②成長分野への注力」「③基盤事業の再成長」「④グループシ

ナジーの追求」「⑤ＣＳＲ経営の推進」の下、具体的な施策の推進に努めてまいりました。  

 これらの結果、当第１四半期の経営成績は、連結売上高は56,570百万円と前年同期に比べ2,758百万円

（5.1%）の増収となりました。営業利益は1,934百万円と前年同期に比べ273百万円（12.4%）の減益、経

常利益は2,394百万円と前年同期に比べ31百万円（1.3%）の増益、四半期純利益は1,499百万円と前年同期

に比べ633百万円（73.1%）の増益となりました。  

 なお、東日本大震災により、当社の鹿島工場及び船橋工場が被災しましたが、３月末までに通常操業に

復旧したため、当第１四半期連結累計期間において、震災による生産活動への直接的影響はありません。 

  
セグメント別の概況 
  

①製粉事業 

 業務用小麦粉及び業務用プレミックスの販売数量につきましては、提案型の営業活動を展開したことに

より、前年同期を上回りました。販売価格につきましては、輸入小麦の政府売渡価格が、前年同期に比べ

て下がったことにより、前年同期を下回りました。なお、輸入小麦の政府売渡価格が本年４月に平均18％

引き上げられたことを受け、小麦粉製品の価格改定を本年６月下旬に実施しました。  

 これらの結果、製粉事業の売上高は13,590百万円と前年同期に比べ155百万円（1.1％）の減収、営業利

益は412百万円と前年同期に比べ468百万円（53.2％）の減益となりました。  

  

②油脂事業 

 業務用食用油の販売数量につきましては、顧客ニーズを捉えた営業活動を行ったことにより、前年同期

をやや上回りました。業務用天ぷら粉及び業務用パスタの販売数量につきましては、消費低迷の影響など

により、前年同期を下回りました。販売価格につきましては、原料穀物価格の上昇に応じた適正価格での

販売が浸透してきたことにより、前年同期を上回りました。  

 これらの結果、油脂事業の売上高は12,800百万円と前年同期に比べ1,260百万円（10.9%）の増収、営業

利益は774百万円と前年同期に比べ89百万円（13.1%）の増益となりました。  

  

③ぶどう糖事業 

 糖化製品の販売数量につきましては、夏期節電対策による得意先の生産前倒し需要や、良好な天候の影

響により、前年同期を上回りました。コーンスターチの販売数量につきましては、東日本大震災における

大手得意先被災の影響により、前年同期を下回りました。販売価格につきましては、昨年からの原料とう

もろこし価格高騰を受けての価格改定が遅れておりましたが、徐々に値上げが浸透したことから、前年同

期を上回りました。  

 これらの結果、ぶどう糖事業の売上高は7,994百万円と前年同期に比べ745百万円（10.3%）の増収、営

業利益は75百万円と前年同期に比べ20百万円（36.2%）の増益となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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④家庭用食品事業 

 家庭用プレミックス（天ぷら粉、お好み焼粉、から揚げ粉、ホットケーキミックスなど）の販売数量に

つきましては、内食回帰のトレンドの影響や、新製品「レンジでチンするから揚げ粉」の販売が好調であ

ったことにより、前年同期を上回りました。家庭用食用油の販売数量につきましても、内食回帰のトレン

ドなどを活かした提案型営業を実施した結果、前年同期を上回りました。  

 これらの結果、家庭用食品事業の売上高は6,450百万円と前年同期に比べ144百万円（2.3%）の増収、営

業利益は334百万円とほぼ前年同期並みとなりました。  

  

⑤飼料事業 

 配合飼料の販売数量につきましては、養鶏用飼料の販売が減少したことにより、前年同期を下回りまし

た。鶏卵の販売数量につきましては、東日本大震災の影響により、東北地区における販売数量が減少した

ため、前年同期を下回りました。配合飼料の販売価格につきましては、原料とうもろこしの価格高騰を反

映しての値上げが浸透したことにより、前年同期を上回りました。鶏卵の販売価格につきましても、鶏卵

相場の上昇により、前年同期を上回りました。  

 これらの結果、飼料事業の売上高は14,504百万円と前年同期に比べ916百万円（6.7%）の増収、営業利

益は168百万円と前年同期に比べ144百万円（607.8%）の増益となりました。  

  

⑥倉庫事業 

 倉庫事業につきましては、商社や主要ユーザーとの取り組み強化により、とうもろこしの取扱い数量が

増加しましたが、平成22年10月に輸入小麦の即時販売方式が導入されたことにより、保管料収入は前年同

期を下回りました。  

 これらの結果、倉庫事業の売上高は760百万円と前年同期に比べ136百万円（15.2％）の減収、営業利益

は188百万円と前年同期に比べ13百万円（6.9％）の減益となりました。  

  

⑦不動産事業 

 不動産事業につきましては、オフィス用賃貸ビルの賃料収入はほぼ前年同期並みとなりましたが、商業

施設用ビルの賃料収入が減少しました。  

 これらの結果、不動産事業の売上高は407百万円と前年同期に比べ13百万円（3.2%）の減収、営業利益

は244百万円と前年同期に比べ12百万円（4.8%）の減益となりました。 

  

⑧その他 

 保険代理業、自動車等リース業、運輸事業等をあわせたその他事業の売上高は61百万円と前年同期に比

べ４百万円（6.8%）の減収、営業利益は５百万円と前年同期に比べ１百万円（15.5%）の減益となりまし

た。 

  

総資産は、144,077百万円と前連結会計年度末と比較して3,431百万円増加しております。主な増加要因

は、売上債権が増収により3,059百万円増加したこと、棚卸資産が在庫数量の増加などに伴い2,198百万円

増加したことであります。一方、主な減少要因は、現預金が693百万円減少したことや、有形固定資産が

減価償却の実施などにより537百万円減少したことであります。  

 負債は、93,411百万円と前連結会計年度末と比較して3,044百万円増加しております。主な増加要因

は、買掛債務が2,777百万円増加したことや有利子負債が1,265百万円増加したことであります。一方、主

な減少要因は、賞与金支給により賞与引当金が548百万円減少したことであります。  

 純資産は、50,665百万円と前連結会計年度末と比較して387百万円増加しております。主な要因は、四

半期純利益1,499百万円の計上による増加、期末配当金の支払による1,153百万円の減少であります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期以降も為替や穀物の相場動向、原発事故に伴う社会不安や電力不足など、当社グループを取

り巻く経営環境は不透明な状況が続くものと予想されますが、平成23年５月23日に公表した平成24年３月

期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）の連結業績予想につきまして変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,871 2,178

受取手形及び売掛金 30,423 33,482

有価証券 0 0

商品及び製品 7,126 8,595

仕掛品 1,061 1,249

原材料及び貯蔵品 13,371 13,913

その他 3,508 2,980

貸倒引当金 △347 △289

流動資産合計 58,016 62,110

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 30,565 30,165

機械装置及び運搬具（純額） 16,856 16,575

土地 18,861 18,846

その他（純額） 1,225 1,384

有形固定資産合計 67,508 66,971

無形固定資産

のれん 159 148

その他 1,058 1,024

無形固定資産合計 1,217 1,173

投資その他の資産

投資有価証券 11,229 11,295

その他 3,076 2,931

貸倒引当金 △403 △405

投資その他の資産合計 13,903 13,822

固定資産合計 82,629 81,967

資産合計 140,645 144,077

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,054 21,831

短期借入金 22,032 23,100

コマーシャル・ペーパー 7,000 7,500

1年内償還予定の社債 620 620

未払法人税等 － 177

賞与引当金 1,049 501

災害損失引当金 980 742

資産除去債務 24 0

その他 12,033 11,744

流動負債合計 62,794 66,217
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

固定負債

社債 120 60

長期借入金 14,039 13,796

退職給付引当金 6,163 6,140

役員退職慰労引当金 250 218

資産除去債務 248 250

負ののれん 33 28

その他 6,717 6,700

固定負債合計 27,573 27,194

負債合計 90,367 93,411

純資産の部

株主資本

資本金 12,778 12,778

資本剰余金 4,710 4,710

利益剰余金 29,100 29,445

自己株式 △23 △24

株主資本合計 46,564 46,909

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,090 1,139

繰延ヘッジ損益 76 1

その他の包括利益累計額合計 1,166 1,140

少数株主持分 2,546 2,615

純資産合計 50,277 50,665

負債純資産合計 140,645 144,077
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 53,812 56,570

売上原価 43,834 46,944

売上総利益 9,977 9,626

販売費及び一般管理費 7,769 7,691

営業利益 2,207 1,934

営業外収益

受取利息 6 3

受取配当金 134 135

為替差益 45 85

負ののれん償却額 22 4

持分法による投資利益 3 129

その他 116 242

営業外収益合計 329 602

営業外費用

支払利息 151 128

コマーシャル・ペーパー利息 0 1

その他 22 12

営業外費用合計 174 142

経常利益 2,362 2,394

特別利益

固定資産売却益 1 －

負ののれん発生益 3 0

貸倒引当金戻入額 14 －

災害損失引当金戻入額 － 37

その他 3 －

特別利益合計 23 37

特別損失

固定資産廃棄損 86 52

固定資産売却損 － 1

災害による損失 － 159

投資有価証券評価損 260 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 292 －

その他 － 0

特別損失合計 638 231

税金等調整前四半期純利益 1,747 2,200

法人税、住民税及び事業税 645 203

法人税等調整額 217 426

法人税等合計 863 630

少数株主損益調整前四半期純利益 884 1,569

少数株主利益 18 70

四半期純利益 865 1,499
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 884 1,569

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △424 52

繰延ヘッジ損益 △92 △77

持分法適用会社に対する持分相当額 △32 △2

その他の包括利益合計 △549 △27

四半期包括利益 334 1,542

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 315 1,472

少数株主に係る四半期包括利益 19 69
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．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 

 

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業、自動車等リース業、

運輸事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△238百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、全社費用△236百万円が含ま

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企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開

発費であります。 

３  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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

製粉事業 油脂事業
ぶどう糖 
事業

家庭用 
食品事業

飼料事業 倉庫事業
不動産 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 13,74511,5397,2486,30613,587 896 420 53,745

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

90 522 420 403 2 275 23 1,738

計 13,83612,0627,6696,70913,5901,171 444 55,483

セグメント利益 881 684 55 334 23 201 257 2,439

(単位：百万円)

その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)３

売上高

  外部顧客への売上高 66 53,812 ─ 53,812

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

387 2,125△2,125 ─

計 453 55,937△2,12553,812

セグメント利益 6 2,445 △238 2,207
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

 

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業、自動車等リース業、

運輸事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△269百万円には、セグメント間取引消去△0百万円、全社費用△269百万円が含ま

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企業集団の広告に要した費用、基礎的研究開

発費であります。 

３  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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

  該当事項はありません。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

製粉事業 油脂事業
ぶどう糖 
事業

家庭用 
食品事業

飼料事業 倉庫事業
不動産 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 13,59012,8007,9946,45014,504 760 407 56,508

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

100 563 516 316 2 316 23 1,837

計 13,69013,3638,5106,76714,5061,076 430 58,345

セグメント利益 412 774 75 334 168 188 244 2,198

(単位：百万円)

その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)３

売上高

  外部顧客への売上高 61 56,570 ─ 56,570

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

371 2,208△2,208 ─

計 433 58,779△2,20856,570

セグメント利益 5 2,204 △269 1,934

（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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