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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 42,401 △19.7 4,031 47.3 4,045 53.5 2,385 59.7
21年3月期第3四半期 52,782 ― 2,737 ― 2,635 ― 1,493 ―

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 96.93 ―

21年3月期第3四半期 60.69 ―

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 41,313 16,397 39.7 666.42
21年3月期 42,349 14,325 33.8 582.21

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,397百万円 21年3月期  14,325百万円

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  
 

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 ― ― ― 17.00 17.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

22.00 22.00

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 55,800 △16.4 4,450 18.9 4,400 19.2 2,600 26.8 105.67
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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 

 連結業績予想につきましては、現時点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。 

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  32,000,000株 21年3月期  32,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,395,020株 21年3月期  7,394,310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  24,605,359株 21年3月期第3四半期  24,607,279株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国の経済回復を背景に大手製造業において輸

出や生産の回復傾向が続いたものの、円高やデフレが企業の収益を圧迫したことにより企業の設備投資額

は減少し続け、また厳しい雇用情勢の中で個人消費も減少するなど先行きが不透明な状況で推移しまし

た。 

原料とうもろこしのシカゴ相場は、期初396.00セント／ブッシェルで始まりましたが、作付けの大幅な

遅れにより449.50セント／ブッシェルまで上昇しました。しかし、作付け後の天候に恵まれたことや、6

月30日に米国農務省から発表された米国とうもろこしの作付面積が87百万エーカーと市場予測を大幅に上

回ったことなどから下落し始め、7月中旬には308.00セント／ブッシェルまで下落しました。その後は10

月9日に米国農務省から発表された収穫量が史上二番目となる13,018百万ブッシェルであったものの、天

候不良による収穫遅延や円高、原油高、株高などを背景に上昇し始め、さらに収穫遅延により収穫量が減

少するとの予測から上昇し続け、第3四半期末時点では414.00セント／ブッシェルとなりました。 

また、米国から日本までの穀物海上運賃は期初40ドル／トン台でありましたが、中国の堅調な鉄鉱石お

よび石炭需要により7月下旬には60ドル／トン台まで上昇しました。その後は下落傾向に転じたものの、

中国の石炭需要や米国の穀物輸出量の増加などから上昇し始め、第3四半期末時点では70ドル／トン台前

半となりました。 

一方、為替相場は期初99.89円／ドルでありましたが、米国経済に対する不安感から5月中旬から円高の

流れとなりました。9月下旬のG20で各国の金融当局が自国通貨に対する方針を公表したことに加え、11月

下旬に発生したドバイショックにより円高が加速し、一時87.30円／ドルまで円高が進みました。その後

は日銀による追加金融緩和策の実施などにより円安に転じ、第3四半期末時点では93.10円／ドルとなりま

した。 

さらに、原油相場は、期初48.38ドル／バレルでありましたが、その後は米国景気に対する見方が交錯

する中で60～70ドル／バレル台で推移しました。しかし、10月以降は景気回復への期待感やガソリン在庫

の減少、暖房需要への期待などから上昇し始め、第3四半期末時点では79.34ドル／バレルとなりました。

このような状況のもと、当社グループは生産効率の改善をはじめあらゆる施策を実施しコスト削減に努

めるとともに、引き続き付加価値製品の拡販に注力いたしました。 

販売面につきましては、景気後退の影響を受けて製紙向け澱粉製品の販売数量が減少したことに加え、

糖化製品の販売数量も夏場の天候不良の影響から減少しました。さらに、全製品にわたり販売価格が下落

したことから大幅な減収となりました。 

一方、損益面につきましては、コスト削減効果や付加価値製品の販売が拡大したことにより増益となり

ました。 

この結果、当第3四半期連結累計期間は売上高424億円となり前年同期比103億8千万円(19.7％)の減収、

営業利益は40億3千万円と前年同期比12億9千万円(47.3％)の増益、経常利益は40億4千万円と前年同期比

14億1千万円(53.5％)の増益、四半期純利益は23億8千万円と前年同期比8億9千万円(59.7％)の増益となり

ました。 

次に各部門別の販売状況は以下のとおりであります。 

（澱粉部門） 

澱粉部門は、景気後退の影響を受けて製紙・段ボール向け澱粉製品の販売が低調であったことに加え、

販売価格の下落により、売上高は108億5千万円と前年同期比26億6千万円（19.7％）の減収となりまし

た。 

（糖化品部門） 

糖化品部門は、景気後退による消費低迷や夏場以降の天候不良の影響を受けて、飲料向け全般の販売が

不振であったことや販売価格の下落により、売上高は257億7千万円と前年同期比51億6千万円（16.7％）

の減収となりました。 

・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
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（ファインケミカル部門） 

ファインケミカル部門は、一部の医薬向け製品の販売が減少したことにより、売上高は14億2千万円と

前年同期比5千万円（3.6％）の減収となりました。 

（副産物部門） 

副産物部門は、全般的に販売が減少したことに加え、飼料向け製品などの販売価格が下落したことによ

り、売上高は43億4千万円と前年同期比25億円（36.5％）の大幅な減収となりました。 

  

当第3四半期末における総資産は、413億1千万円となり、前連結会計年度末と比較して10億3千万円の減

少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が23億6千万円減少したこと等によるものです。

また、負債については、前連結会計年度末と比較して31億円の減少となりました。その主な要因は、短期

借入金が10億4千万円、長期借入金が4億5千万円減少したこと及び未払法人税等が10億9千万円減少したこ

と等によるものです。 

なお、純資産は163億9千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して5.9ポイント増加

し、39.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下資金という)の残高は、32億3千万円となり、前連結会

計年度末と比較して9億4千万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は59億5千万円(前年同期比173.7％増)となりました。 

これは主として、税金等調整前四半期純利益39億9千万円に減価償却費14億9千万円と売上債権の減少額

23億6千万円とたな卸資産の減少額1億7千万円及び仕入債務の増加額2億円を加算した額から法人税等の支

払額24億7千万円を控除した額等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は49億7千万円(前年同期比257.7％増)となりました。 

これは主として、当社工場設備の更新投資などの有形固定資産の取得による支出14億2千万円と貸付金

の支払(純額)35億円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は19億2千万円(前年同期は7億7千万円の資金獲得)となりました。 

これは主として、借入金の減少(純額)14億9千万円と配当金の支払4億1千万円等によるものです。 

  

  

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年7月31日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

  

  
  

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。 

  

2. 連結財政状態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

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)

(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

(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
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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：百万円）

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 3,236 4,181

受取手形及び売掛金 9,944 12,304

商品及び製品 3,045 3,494

仕掛品 1,905 1,844

原材料及び貯蔵品 2,494 2,286

繰延税金資産 452 701

その他 4,486 1,622

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,565 26,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,681 3,894

機械装置及び運搬具（純額） 5,077 5,441

工具、器具及び備品（純額） 170 188

土地 1,864 1,864

リース資産（純額） 47 23

建設仮勘定 813 573

有形固定資産合計 11,655 11,986

無形固定資産 186 205

投資その他の資産   

投資有価証券 3,014 2,797

長期貸付金 8 5

繰延税金資産 670 714

その他 219 209

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 3,906 3,721

固定資産合計 15,748 15,913

資産合計 41,313 42,349
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（単位：百万円）

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 2,284 2,077

短期借入金 2,305 3,350

未払金 2,880 3,411

未払法人税等 548 1,640

賞与引当金 803 1,101

役員賞与引当金 33 26

その他 395 330

流動負債合計 9,250 11,937

固定負債   

長期借入金 12,518 12,972

退職給付引当金 2,975 2,994

役員退職慰労引当金 19 29

長期未払金 116 73

その他 34 15

固定負債合計 15,665 16,085

負債合計 24,916 28,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 328 328

利益剰余金 16,217 14,250

自己株式 △2,143 △2,142

株主資本合計 16,002 14,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 355 280

繰延ヘッジ損益 88 46

為替換算調整勘定 △48 △37

評価・換算差額等合計 395 289

純資産合計 16,397 14,325

負債純資産合計 41,313 42,349
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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 52,782 42,401

売上原価 43,397 32,095

売上総利益 9,385 10,305

販売費及び一般管理費 6,648 6,274

営業利益 2,737 4,031

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 35 53

持分法による投資利益 80 96

試作品売却益 11 12

受取ロイヤリティー 14 14

受取保険金 19 51

その他 49 59

営業外収益合計 216 292

営業外費用   

支払利息 302 264

その他 14 13

営業外費用合計 317 278

経常利益 2,635 4,045

特別利益   

固定資産売却益 0 0

ゴルフ会員権売却益 1 －

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除却損 141 34

本社移転費用 － 20

その他 0 0

特別損失合計 142 54

税金等調整前四半期純利益 2,495 3,991

法人税、住民税及び事業税 1,223 1,391

法人税等調整額 △221 214

法人税等合計 1,002 1,606

四半期純利益 1,493 2,385

日本食品化工㈱ (2892) 平成22年3月期 第3四半期決算短信

－7－



(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 2,495 3,991

減価償却費 1,429 1,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △147 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72 △19

受取利息及び受取配当金 △39 △58

支払利息 302 264

持分法による投資損益（△は益） △80 △96

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 141 34

売上債権の増減額（△は増加） △1,791 2,360

たな卸資産の増減額（△は増加） 22 179

仕入債務の増減額（△は減少） △159 206

その他 538 266

小計 2,638 8,614

利息及び配当金の受取額 43 59

利息の支払額 △317 △240

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △188 △2,475

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,176 5,957

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 △1,331 △1,423

有形固定資産の売却による収入 2 0

無形固定資産の取得による支出 △30 △23

投資有価証券の取得による支出 △3 △4

貸付けによる支出 － △23,204

貸付金の回収による収入 1 19,700

その他 △29 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,391 △4,975

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 54,700 14,900

短期借入金の返済による支出 △56,550 △15,700

長期借入れによる収入 3,800 －

長期借入金の返済による支出 △1,049 △698

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △122 △417

リース債務の返済による支出 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 776 △1,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,561 △944

現金及び現金同等物の期首残高 657 4,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,219 3,236
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該当事項はありません。 

  

【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) 

とうもろこし等の加工製品及びその二次加工製品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全

セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載はしてお

りません。 

  

【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。 

  

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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