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

23年3月期第3四半期 40,544 △4.4 1,095 △72.8 1,045 △74.2 261 △89.0

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

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3四半期 10.64 ―

22年3月期第3四半期 96.93 ―

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3四半期 39,904 15,946 40.0 648.15
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3四半期  15,946百万円 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  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 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）4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3Q  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3Q  7,397,236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3Q  24,603,600株 22年3月期3Q  24,605,359株



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………4 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………4 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………4 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………5 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………9 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………9 

  

添付資料の目次

日本食品化工㈱ (2892) 平成23年3月期 第3四半期決算短信

－1－



当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、中国をはじめとするアジア向け製品輸出の需要回

復や国内の各種経済政策の効果などにより一部持ち直しの傾向を見せているものの、雇用情勢やデフレの

改善には至らず、長引く円高や株価の低迷といった不安材料も重なり、景気全体の先行きは不透明なまま

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

農務省が発表した米国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っ

たことや、世界的な株安を背景に投機資金が穀物相場に流入したことから、9月中旬には521.75セント／

ブッシェルとなりました。さらに、10月8日に米国農務省が月例報告において単収の大幅な下方修正を発

表したことに加え、米国におけるエタノール需要が引き続き堅調に推移するとの観測に基づく大手投機筋

による積極的な投資も影響し、第3四半期期末時点では626.50セント／ブッシェルまで上昇しました。 

また、原油相場は上期に大きな値動きはなく70～80ドル／バレル台で推移しましたが、11月に入り米国

での追加金融緩和決定によるドル安の進行から原油の割安感が意識されると87ドル／バレル台まで上昇し

ました。その後、中国での利上げ観測やアイルランドに端を発した欧州景気の後退により80ドル／バレル

台まで値を戻す場面も見られましたが、中国や米国の堅調な経済指標や欧米の寒波を受けた原油需要の増

加観測から再度上昇に転じ、第3四半期期末時点では91ドル／バレル台となりました。 

米国から日本までの穀物海上運賃は期初60ドル／トン台で始まりましたが、中国の鉄鉱石輸入量の減少

などにより7月上旬に40ドル／トン台まで下落しました。その後、米国産新穀大豆の輸出量増加の見通し

や春先以降低迷していた中国の鉄鉱石輸入量増加の見通しから一時60ドル／トン台まで上昇しましたが、

中国の石炭輸入量の減少や新造船の大量竣工が需給に緩和をもたらし、第3四半期期末時点では50ドル／

トン台となりました。 

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

不安や米国経済の先行き懸念などから円高ドル安が加速しました。9月に6年半ぶりとなる政府による大規

模な為替介入が行われ86円／ドル台まで回復したものの、10月には米国FRBによる量的緩和拡大観測から

一時は81円／ドル台まで円高が進みました。その後、欧州での債務危機懸念によるドルへの資金逃避や朝

鮮半島情勢緊迫化などにより円安ドル高の流れとなり、第3四半期期末時点では83.73円／ドルとなりまし

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しました。 

販売面につきましては、春先からの天候不良による飲料向け糖化製品の需要減退により大幅な減収で推

移したものの、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好転し、また、秋以降も良好

な天候に恵まれ、異性化糖を中心に好調な販売が続きました。しかし、景気低迷の影響により段ボール等

向け澱粉製品の販売が低調であったことに加え、副産物を中心とした製品の販売価格が下落したことから

減収となりました。 

また、収益面につきましては、原料とうもろこしの高騰に対し販売価格の改定が追い付かず大幅な減益

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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この結果、当第3四半期連結累計期間は売上高405億4千万円となり前年同期比18億5千万円（4.4％）の

減収、営業利益は10億9千万円と前年同期比29億3千万円（72.8％）の減益、経常利益は10億4千万円と前

年同期比30億円（74.2％）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、2億6千万円と前年同期比21億2千万円（89.0％）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、食品向け澱粉製品の販売が回復してきたものの、景気低迷の影響により段ボール向け澱粉

製品の販売が引き続き低調であったことにより、売上高は107億3千万円と前年同期比1億1千万円

（1.1％）と若干の減収となりました。 

（糖化品部門） 

糖化品部門は、夏場以降の猛暑により清涼飲料向けの異性化糖等の販売が回復したものの、第1四半期

の大幅な減収分を回復するまでには至らず、売上高は244億7千万円と前年同期比12億9千万円（5.0％）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、全般的に販売数量が好調に推移したことから、売上高は14億3千万円と前年

同期比2百万円（0.2％）の増収となりました。 

（副産物部門） 

副産物部門は、全般的に販売数量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39億円と前年同期比4億4千万円（10.2％）の減収となりました。 

  

当第3四半期末における総資産は、399億円となり、前連結会計年度末と比較して19億6千万円の減少と

なりました。その主な要因は、現金及び預金が13億円、受取手形及び売掛金が4億5千万円増加したもの

の、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14億4千万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、未払金が4億2千万円、賞与引当金が5億8千万円及び未払法人税等が6億9千万円減少したこと

等によるものです。 

なお、純資産は159億4千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.7ポイント増加

し、40.0％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、32億9千万円となり、前連結会

計年度末と比較して13億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2億円(前年同期比96.6％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16億4千万円を加算した額から売

上債権の増加額4億5千万円及び法人税等の支払額14億5千万円を控除した額等によるものです。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（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20億5千万円(前年同期は49億7千万円の使用)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19億1千万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9億5千万円(前年同期比50.5％減)となりました。 

これは主として、借入金の減少(純額)4億5千万円と配当金の支払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、平成22年10月29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。 

  

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11百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が524百万円

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。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,297 1,994

受取手形及び売掛金 10,580 10,127

商品及び製品 2,846 3,039

仕掛品 1,970 2,034

原材料及び貯蔵品 2,843 3,077

繰延税金資産 304 571

未収還付法人税等 726 －

その他 1,159 4,871

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 23,728 25,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,480 3,633

機械装置及び運搬具（純額） 5,309 5,832

工具、器具及び備品（純額） 188 186

土地 1,864 1,864

リース資産（純額） 101 44

建設仮勘定 948 293

有形固定資産合計 11,893 11,854

無形固定資産 282 229

投資その他の資産   

投資有価証券 2,869 3,055

長期貸付金 10 8

繰延税金資産 914 695

その他 210 311

貸倒引当金 △5 △4

投資その他の資産合計 3,999 4,067

固定資産合計 16,175 16,150

資産合計 39,904 41,865
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,132 2,055

短期借入金 2,480 2,805

未払金 3,146 3,571

未払法人税等 － 693

賞与引当金 548 1,137

役員賞与引当金 3 37

その他 279 210

流動負債合計 8,589 10,510

固定負債   

長期借入金 11,538 11,667

退職給付引当金 3,055 3,035

役員退職慰労引当金 13 30

長期未払金 102 129

資産除去債務 576 －

その他 82 31

固定負債合計 15,368 14,893

負債合計 23,958 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 16,005 16,236

自己株式 △2,144 △2,143

株主資本合計 15,789 16,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 307 369

繰延ヘッジ損益 △36 94

為替換算調整勘定 △114 △22

評価・換算差額等合計 156 441

純資産合計 15,946 16,461

負債純資産合計 39,904 41,865
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 42,401 40,544

売上原価 32,095 32,911

売上総利益 10,305 7,632

販売費及び一般管理費 6,274 6,537

営業利益 4,031 1,095

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 53 64

持分法による投資利益 96 64

試作品売却益 12 15

受取ロイヤリティー 14 15

受取保険金 51 5

その他 59 27

営業外収益合計 292 195

営業外費用   

支払利息 264 234

その他 13 11

営業外費用合計 278 246

経常利益 4,045 1,045

特別利益   

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産除却損 34 35

投資有価証券評価損 － 9

ゴルフ会員権売却損 － 3

本社移転費用 20 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 512

その他 0 －

特別損失合計 54 560

税金等調整前四半期純利益 3,991 486

法人税、住民税及び事業税 1,391 44

法人税等調整額 214 180

法人税等合計 1,606 224

少数株主損益調整前四半期純利益 － 261

四半期純利益 2,385 261
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 3,991 486

減価償却費 1,494 1,649

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） △9 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 20

投資有価証券評価損益（△は益） － 9

受取利息及び受取配当金 △58 △68

支払利息 264 234

持分法による投資損益（△は益） △96 △64

固定資産売却損益（△は益） △0 △1

固定資産除却損 34 35

売上債権の増減額（△は増加） 2,360 △453

たな卸資産の増減額（△は増加） 179 490

仕入債務の増減額（△は減少） 206 76

その他 266 △1,111

小計 8,614 1,799

利息及び配当金の受取額 59 115

利息の支払額 △240 △260

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,475 △1,453

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,957 200

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 △1,423 △1,913

有形固定資産の売却による収入 0 2

無形固定資産の取得による支出 △23 △109

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

貸付けによる支出 △23,204 △5,505

貸付金の回収による収入 19,700 9,502

その他 △22 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,975 2,055

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 14,900 9,400

短期借入金の返済による支出 △15,700 △9,900

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △698 △453

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △417 △483

リース債務の返済による支出 △9 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,926 △953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △944 1,303

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 3,236 3,297
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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。 

  

【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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