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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 27,861 △7.4 1,087 △70.1 1,022 △72.1 256 △88.2

22年3月期第2四半期 30,100 △16.4 3,630 84.4 3,660 90.3 2,178 101.8

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2四半期 10.44 ―

22年3月期第2四半期 88.53 ―

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2四半期 40,845 15,932 39.0 647.57
22年3月期 41,865 16,461 39.3 669.07

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  15,932百万円 22年3月期  16,461百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
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 52,100 △4.1 830 △79.8 680 △83.6 60 △97.5 2.44



(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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、四半期決算短信
（添付資料）3ページの「1.当四半期の連結業績等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 （詳細は、【添付資料】P.4「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2Q  32,000,000株 22年3月期  32,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,396,237株 22年3月期  7,396,136株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  24,603,815株 22年3月期2Q  24,605,521株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、アジア向けを中心とした輸出や生産の増加などに

より、大手製造業に加え非製造業や中小企業においても業績の回復がみられたものの、8月以降は急速な

円高により企業業績は伸び悩み、加えて厳しい雇用情勢により個人消費も低迷し、先行きは不透明な状況

で推移しました。 

原料とうもろこしのシカゴ相場は、期初344.50セント／ブッシェルで始まりましたが、6月30日に米国

農務省が発表したとうもろこしの作付面積報告および四半期在庫報告が市場予測を下回る内容であり、ま

た、黒海沿岸地域の干ばつによる小麦の減産予測やロシアによる年内の小麦の輸出停止措置などから、と

うもろこし相場も上昇し始めました。さらに、投機資金が穀物相場に流入し始めると9月中旬には521.75

セント／ブッシェルまで上昇しましたが、第2四半期期末時点では495.75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60ドル／トン台で始まりましたが、中国の鉄鉱石輸入の減少

などにより7月上旬に40ドル／トン台まで下落したものの、その後は上昇し始め第2四半期期末時点では50

ドル／トン台となりました。 

一方、為替相場は94.43円／ドルで始まりましたが、ギリシャの経済危機に端を発した欧州での信用不

安を背景に円高の流れとなり、その後も米国経済の先行き不安などから一時84.02円／ドルまで円高が進

みました。その後は日本銀行による大規模な為替相場への介入が行われ、一時的に円安の流れとなったも

のの、米国で追加の金融緩和策の検討がなされると再び円高の流れとなり、第2四半期期末時点では84.82

円／ドルとなりました。 

原油相場につきましては大きな値動きはなく、70～80ドル／バレル台で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは製品在庫水準の適正化や製品物流の効率化などに取り組み物流

コストを削減するとともに、付加価値製品の拡販に注力し収益の確保に努めました。 

販売面につきましては、7月下旬以降の猛暑により清涼飲料向け異性化糖等の販売が大幅に増加したも

のの、7月中旬までの天候不順の影響を受けてビール系飲料および清涼飲料向け糖化製品の販売が低調で

あり、加えて景気低迷の影響により段ボール向け澱粉製品の販売も低調であったことから、減収となりま

した。 

また、収益面につきましては、米国産とうもろこしが作付けや収穫時期の悪天候の影響を受けて、例年

になく品質が低下したことから、製品歩留りが低下するなど製造コストが上昇し、大幅な減益となりまし

た。 

この結果、当第2四半期連結累計期間は売上高278億6千万円となり前年同期比22億3千万円（7.4％）の

減収、営業利益は10億8千万円と前年同期比25億4千万円（70.1％）の減益、経常利益は10億2千万円と前

年同期比26億3千万円（72.1％）の減益、四半期純利益は、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴

う影響額5億1千万円を計上したことにより、2億5千万円と前年同期比19億2千万円（88.2％）の減益とな

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、製紙向け澱粉製品の販売が回復したものの、段ボール向け澱粉製品の販売が低調であった

ことから、売上高は69億7千万円と前年同期比3億円（4.2％）の減収となりました。 

1. 当四半期の連結業績等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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（糖化品部門） 

糖化品部門は、7月下旬以降の猛暑により清涼飲料向け異性化糖の販売が大幅に増加したものの、7月中

旬までの天候不順の影響を受けて、ビール系飲料および清涼飲料向け糖化製品の販売が低調であったこと

から、売上高は172億円と前年同期比16億1千万円（8.6％）の減収となりました。 

（ファインケミカル部門） 

ファインケミカル部門は、医薬向けぶどう糖の販売が好調に推移したことから、売上高は9億6千万円と

前年同期比4千万円（5.5％）の増収となりました。 

（副産物部門） 

副産物部門は、販売数量が減少したことに加え、飼料向け製品の販売価格が下落したことにより、売上

高は27億2千万円と前年同期比3億6千万円（11.8％）の減収となりました。 

  

当第2四半期末における総資産は、408億4千万円となり、前連結会計年度末と比較して10億2千万円の減

少となりました。その主な要因は、現金及び預金が24億2千万円、受取手形及び売掛金が13億1千万円増加

したものの、原材料及び貯蔵品が5億5千万円、その他の内、短期貸付金が40億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4億9千万円の減少となりました。その主な

要因は、資産除去債務が5億7千万円増加したものの、短期借入金が2億7千万円、未払法人税等が4億4千万

円減少したこと等によるものです。 

なお、純資産は159億3千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.3ポイント減少

し、39.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第2四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、44億2千万円となり、前連結会

計年度末と比較して24億2千万円の増加となりました。 

（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2億2千万円(前年同期比93.7％減)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4億8千万円に減価償却費10億8千万円及びたな卸資産の減

少額7億5千万円を加算した額から売上債権の増加額13億1千万円及び法人税等の支払額6億7千万円を控除

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、獲得した資金は29億9千万円(前年同期は33億7千万円の使用)となりました。 

これは主として、貸付金の回収(純額)39億9千万円から当社工場設備への投資などの有形固定資産の取

得による支出10億円を控除した額等によるものです。 

（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7億9千万円(前年同期比41.9％減)となりました。 

これは主として、借入金の減少(純額)3億円と配当金の支払4億8千万円等によるものです。 

  

平成23年3月期の連結業績予想につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

(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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3月10日

公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年

3月10日)を適用しております。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第1四半期連結会計期間より、「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。 

これにより営業利益、経常利益がそれぞれ7百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が519百万円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は574百万円でありま

す。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 4,422 1,994

受取手形及び売掛金 11,443 10,127

商品及び製品 3,121 3,039

仕掛品 1,751 2,034

原材料及び貯蔵品 2,524 3,077

繰延税金資産 508 571

その他 767 4,871

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 24,539 25,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,550 3,633

機械装置及び運搬具（純額） 5,481 5,832

工具、器具及び備品（純額） 175 186

土地 1,864 1,864

リース資産（純額） 106 44

建設仮勘定 902 293

有形固定資産合計 12,081 11,854

無形固定資産 278 229

投資その他の資産   

投資有価証券 2,808 3,055

長期貸付金 9 8

繰延税金資産 920 695

その他 211 311

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 3,946 4,067

固定資産合計 16,306 16,150

資産合計 40,845 41,865
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 2,014 2,055

短期借入金 2,530 2,805

未払金 4,078 3,571

未払法人税等 244 693

賞与引当金 366 1,137

役員賞与引当金 2 37

その他 219 210

流動負債合計 9,454 10,510

固定負債   

長期借入金 11,640 11,667

退職給付引当金 3,045 3,035

役員退職慰労引当金 6 30

長期未払金 102 129

資産除去債務 575 －

その他 87 31

固定負債合計 15,458 14,893

負債合計 24,913 25,404

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 16,000 16,236

自己株式 △2,143 △2,143

株主資本合計 15,785 16,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 287 369

繰延ヘッジ損益 △40 94

為替換算調整勘定 △98 △22

評価・換算差額等合計 147 441

純資産合計 15,932 16,461

負債純資産合計 40,845 41,865
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 30,100 27,861

売上原価 22,169 22,337

売上総利益 7,931 5,523

販売費及び一般管理費 4,300 4,436

営業利益 3,630 1,087

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 46 58

持分法による投資利益 55 13

試作品売却益 8 4

受取ロイヤリティー 7 7

受取保険金 49 5

その他 47 14

営業外収益合計 219 106

営業外費用   

支払利息 178 162

その他 11 8

営業外費用合計 190 171

経常利益 3,660 1,022

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 22 23

ゴルフ会員権売却損 － 3

ゴルフ会員権評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 512

特別損失合計 22 539

税金等調整前四半期純利益 3,637 484

法人税、住民税及び事業税 1,390 240

法人税等調整額 68 △13

法人税等合計 1,458 227

少数株主損益調整前四半期純利益 － 256

四半期純利益 2,178 256
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 3,637 484

減価償却費 989 1,085

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 512

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 10

ゴルフ会員権評価損 － 0

受取利息及び受取配当金 △50 △60

支払利息 178 162

持分法による投資損益（△は益） △55 △13

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 22 23

売上債権の増減額（△は増加） 800 △1,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △530 752

仕入債務の増減額（△は減少） 337 △41

その他 △8 △600

小計 5,318 974

利息及び配当金の受取額 51 107

利息の支払額 △185 △182

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,618 △674

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,565 225

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 △838 △1,004

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △23 △85

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

貸付けによる支出 △12,200 △5,502

貸付金の回収による収入 9,700 9,500

その他 △13 89

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,377 2,997

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 9,500 5,800

短期借入金の返済による支出 △9,900 △6,300

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △547 △302

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △415 △482

リース債務の返済による支出 △6 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,370 △795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,182 2,427

現金及び現金同等物の期首残高 4,181 1,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,999 4,422
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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2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30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2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30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2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

当社グループは、とうもろこしを原料とした澱粉、糖化品、ファインケミカル、副産物の製造及び販

売を事業内容としており、とうもろこし加工事業の単一セグメントであります。そのため、セグメント

情報については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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