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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

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

21年3月期第3四半期 20,661 ― 1,545 ― 1,530 ― 841 ―

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

22年3月期第3四半期 14.82 ―

21年3月期第3四半期 52.63 ―

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

22年3月期第3四半期 11,823 4,566 38.6 289.15
21年3月期 12,231 4,477 36.6 279.99

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  4,564百万円 21年3月期  4,475百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成21年3月期期末配当金の内訳 普通配当 5円00銭 記念配当 2円00銭 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 18,700 △26.9 510 △67.2 500 △67.7 320 △58.2 20.19

1



4.  その他 

(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、４ページ［定性的情報・財務諸表等］３．連結業績予想に関する定性的情報を
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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 16,060,000株 21年3月期 16,060,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 274,909株 21年3月期 74,909株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 15,826,546株 21年3月期第3四半期 15,986,135株
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（参考）平成２２年３月期の個別業績予想（平成２１年４月１日～平成２２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 18,000 △27.0 480 △66.2 470 △67.5 300 △58.7 18 93

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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【定性的情報・財務諸表等】 

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、経済対策の効果や新興国を中心とした景気回復を背景として、一昨年 

秋以降急速に悪化した景気に一部回復の兆しも見られるものの、企業の設備投資意欲は引続き弱く、また雇用環境の悪化や 

個人消費の低迷が続くなど大変厳しい状況で推移いたしました。 

植物油業界におきましては、海外原料価格が原料相場や為替の変動に伴い不安定な動きとなりましたが、基本的には過去 

の価格水準に比べて相対的に高い水準にとどまる一方で、個人消費の減退による油脂トータルの需要減少を背景として、販 

売競争が激化し販売価格が大きく低下するとともに販売数量も伸び悩むなど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、油脂部門では顧客ニーズに合わせたきめ細かな営業活動を展開し、主力のコメ 

油・ナタネ油につきましては販売数量の増加を図ることができましたが、利幅確保を優先した販売方針のもと、パーム油・工業 

油などの販売数量は減少し、製品価格が前年同期に比べて大幅に低下したことを主因として売上高も大きく減少いたしまし 

た。なお、油粕部門につきましては生産量の制約などから、石鹸化粧品につきましては個人消費の減退の影響を受けて、それ 

ぞれ販売数量は減少し売上高も減少いたしました。   

また、利益面におきましては、海外原料を中心に最適な調達に力を注ぎ、加えて固定費の削減や物流経費などのコスト削減 

に強力に取組みましたが、コストの低下を上回る油脂製品価格の大幅な低下を主因として減少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の営業成績は、売上高は 135 億 60 百万円（前年同期 206 億 61 百万円）、営業利益

4億 46 百万円（前年同期 15 億 45 百万円）、経常利益 4億 46 百万円（前年同期 15 億 30 百万円）、四半期純利益 2億 34

百万円（前年同期 8億 41 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３四半期末の資産の部は、118 億 23 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4億 7百万円減少しました。主な要因 

   は、売上債権及び棚卸資産の減少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 4億 96 百万円減少の 72 億 57 百万円となりました。主な要因は、未払法人税等が減 

少したこと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若干増加の 45 億 66 百万円となりました。主な要因は、当四半期純利益を 2 億

34百万円計上しましたが、配当金の支払い 1億 11百万円と自己株式の取得 33百万円を行っ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 

     第４四半期以降も原料価格や製品価格の動向など当社グループを取巻く環境は不透明な状況が続くものと予想されます 

が、営業活動の強化やコストの削減などにより目標達成に向けて取組んでまいります。従いまして、平成 21年 10月 29日に 

公表した平成 22 年 3月期（平成 21 年 4月１日～平成 22 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。 

 

４． その他 

（1） 期中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） 

該当事項はありません。 

（2） 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 

該当事項はありません。 

（3） 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 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,748,303 1,550,486

受取手形及び売掛金 3,694,126 3,778,590

商品及び製品 505,155 666,682

仕掛品 314,801 323,931

原材料及び貯蔵品 676,759 789,662

その他 89,992 207,422

貸倒引当金 △4,176 △4,278

流動資産合計 7,024,962 7,312,496

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 522,078 556,569

機械装置及び運搬具（純額） 2,010,327 2,121,893

土地 1,506,967 1,506,967

その他（純額） 67,377 64,609

有形固定資産合計 4,106,751 4,250,040

無形固定資産 16,957 26,312

投資その他の資産   

投資有価証券 175,347 176,686

その他 503,073 468,817

貸倒引当金 △3,294 △3,297

投資その他の資産合計 675,126 642,206

固定資産合計 4,798,836 4,918,559

資産合計 11,823,799 12,231,056
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,998,366 2,725,174

短期借入金 1,585,687 1,626,550

1年内償還予定の社債 50,000 100,000

未払法人税等 28,723 617,113

賞与引当金 57,600 117,799

役員賞与引当金 － 14,690

その他 477,231 637,832

流動負債合計 5,197,609 5,839,159

固定負債   

長期借入金 999,600 879,800

退職給付引当金 467,828 423,066

役員退職慰労引当金 176,449 184,927

負ののれん 11,781 12,516

その他 404,074 414,207

固定負債合計 2,059,733 1,914,517

負債合計 7,257,342 7,753,677

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 2,417,694 2,294,974

自己株式 △48,810 △15,010

株主資本合計 4,534,780 4,445,860

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,475 29,765

評価・換算差額等合計 29,475 29,765

少数株主持分 2,200 1,753

純資産合計 4,566,456 4,477,379

負債純資産合計 11,823,799 12,231,056
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 20,661,433 13,560,655

売上原価 17,297,763 11,355,455

売上総利益 3,363,670 2,205,199

販売費及び一般管理費 1,818,002 1,758,877

営業利益 1,545,668 446,322

営業外収益   

受取利息 2,019 1,200

受取配当金 3,071 2,386

負ののれん償却額 734 734

受取手数料 － 29,987

その他 33,432 9,068

営業外収益合計 39,258 43,378

営業外費用   

支払利息 48,875 37,896

持分法による投資損失 － 1,758

その他 5,241 3,606

営業外費用合計 54,117 43,261

経常利益 1,530,809 446,439

特別利益   

投資有価証券売却益 7,446 230

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 7,446 4,045

特別損失   

固定資産除却損 91,332 1,463

投資有価証券評価損 7,315 －

特別損失合計 98,648 1,463

税金等調整前四半期純利益 1,439,607 449,020

法人税、住民税及び事業税 613,954 113,459

法人税等調整額 △15,102 100,498

法人税等合計 598,851 213,958

少数株主利益又は少数株主損失（△） △654 447

四半期純利益 841,409 234,615
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 1,439,607 449,020

減価償却費 322,956 330,308

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

賞与引当金の増減額（△は減少） － △60,199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △8,478

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,041 △106

持分法による投資損益（△は益） △61 1,758

受取利息及び受取配当金 △5,090 △3,587

支払利息 48,875 37,896

投資有価証券売却損益（△は益） △7,446 △200

固定資産除却損 91,332 1,463

投資有価証券評価損益（△は益） 7,315 －

売上債権の増減額（△は増加） △799,433 84,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,842 283,559

仕入債務の増減額（△は減少） △1,506,343 296,902

未払消費税等の増減額（△は減少） － △91,958

未払費用の増減額（△は減少） － △19,935

その他 8,240 △15,368

小計 △466,583 1,329,565

利息及び配当金の受取額 5,044 3,587

利息の支払額 △48,665 △38,124

法人税等の支払額 △239,038 △693,814

営業活動によるキャッシュ・フロー △749,242 601,214

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 △976 △1,001

投資有価証券の売却による収入 9,430 300

有形固定資産の取得による支出 △420,715 △278,791

貸付けによる支出 △3,500 －

貸付金の回収による収入 4,955 3,345

その他 △20,969 2,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △431,777 △273,938
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 4,289,800 －

短期借入金の返済による支出 △3,869,050 －

長期借入れによる収入 370,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △298,112 △304,812

自己株式の取得による支出 － △33,800

配当金の支払額 △79,648 △111,135

その他 △50,171 △53,460

財務活動によるキャッシュ・フロー 362,817 △119,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △818,201 207,817

現金及び現金同等物の期首残高 1,881,905 1,447,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,063,703 1,655,184
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成 20年 4月 1日 至平成 20年 12月 31日）及び当第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） 

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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成 20年 4月 1日 至平成 20年 12月 31日）及び当第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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも 90％を超 

えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自平成 20年 4月 1日 至平成 20年 12月 31日）及び当第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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     該当事項はありません。 
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