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

24年3月期第3四半期 44,397 9.5 185 △83.1 410 △60.8 213 △18.5

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △34百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △22百万円 （―％）

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3四半期 8.67 ―

23年3月期第3四半期 10.64 ―

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3四半期 39,924 15,696 39.3 638.03
23年3月期 39,754 15,854 39.9 644.45

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,696百万円 23年3月期  15,854百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） 5.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 58,000 10.3 350 △54.7 630 △24.9 310 ― 12.60



(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、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3Q 32,000,000 株 23年3月期 32,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 7,398,035 株 23年3月期 7,397,735 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 24,602,125 株 23年3月期3Q 24,603,600 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、東日本大震災の影響による景気の低迷からは徐々

に回復が見られるものの、欧州の債務問題の長期化や米国経済の回復遅延などによる急激な円高や株価の

低迷、さらにはタイで発生した大洪水による日本企業の生産拠点の活動停止などから国内景気の先行きは

依然として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736.00セント／ブッシェルで始まりましたが、11／12年産とうも

ろこしの作付けが遅延する見通しであったことなどから6月には787.00セント／ブッシェルまで上伸しま

した。しかし、6月末に米国農務省が発表した作付面積および全米四半期在庫が予想を上回る内容であっ

たことや欧州の債務問題の長期化などから大手投機筋を中心にリスク回避の動きが活発化し、8月下旬以

降は下落に転じました。その後は、欧州の債務問題の長期化や米国産とうもろこしの需要減退、中国など

米国以外の国のとうもろこしが豊作であったことなどから10月以降は概ね580～650セント／ブッシェルの

範囲で推移し、第3四半期末時点では646.50セント／ブッシェルとなりました。 

また、原油相場（ＷＴＩ）は期初107.94ドル／バレルで始まりましたが、中東や北アフリカの情勢不安

を背景にした原油の供給懸念などから4月末には113.93ドル／バレルまで上昇しました。しかし、欧州の

債務問題や国際エネルギー機関（ＩＥＡ）による戦略石油備蓄の放出決定などから下落に転じ、その後も

欧州の債務問題の長期化などからリスク回避の動きが活発化し、10月上旬には75ドル／バレル台まで下落

しました。11月以降はイラクの核開発問題に端を発した中東情勢の緊迫化から高騰し、第3四半期末時点

では98.83ドル／バレルとなりました。 

一方、米国から日本までの穀物海上運賃は期初70ドル／トン近辺で始まりましたが、長引く中東情勢の

悪化による船舶燃料価格の上昇や震災後の福島原発問題の影響で日本への寄港に難色を示す船会社もあっ

たことから、日本向けの海上運賃は堅調に推移しました。その後、8月後半には、中国の石炭および鉄鉱

石の輸入量の増加に伴い、一時的に上昇する場面もありましたが、昨年からの新造船の市場への大量投入

やばら積み貨物の荷動きの鈍化などの影響から再び下落し、第3四半期末時点では60ドル／トン近辺とな

りました。 

為替相場は期初84.48円／ドルで始まり、震災後の日本景気の悪化懸念などから一時86.44円／ドルとな

りましたが、欧州の債務問題によるリスク回避の動きから78円／ドル台まで円高が進みました。その後、

8月と10月に政府・日銀による円売り介入が実施され一時的に円安が進んだものの、欧州の債務問題や米

国の超低金利政策の長期化予想などから78～79円台を中心に一進一退の展開となり、第3四半期末時点で

は78.74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、製品在庫水準の適正化および物流コスト削減

に継続的に取り組むとともに、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、当初は震災の影響による包材資材不足のため、当社の大口取引先である飲料メ

ーカーの生産数量の減少が懸念されましたが、4月中旬以降は包材資材不足も解消され、5月の連休以降

は、夏場の節電に備えた各飲料メーカーの前倒し生産による増産により清涼飲料向け糖化製品の販売数量

は急激に回復しました。また、例年になく早い梅雨明けとその後の猛暑により、スポーツ飲料等の販売が

好調に推移したため、当社の主力製品である異性化糖等の糖化製品の販売数量が大幅に増加しました。一

方、製紙向け等の工業用澱粉は一部の製紙メーカーが震災の影響を受けたことから販売数量は減少し、ま

た、8月中旬から9月にかけて暑さが和らいだことにより、清涼飲料向け糖化製品の販売数量も急速に減退

し、秋以降も販売数量が低調に推移しましたが、8月上旬までの糖化製品の販売が好調であったことによ

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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り増収となりました。 

収益面につきましては、原材料価格の高騰に伴う全製品に対する販売価格の改定が徐々に浸透し、収益

は改善しつつありましたが、7月以降も続いた原料とうもろこし価格の高騰による原料コストの増加分を

吸収するまでには至らず減益となりました。 

この結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は443億9千万円となり前年同期比

38億5千万円（9.5％）の増収、営業利益は1億8千万円と前年同期比9億1千万円（83.1％）の減益、経常利

益は4億1千万円と前年同期比6億3千万円（60.8％）の減益、四半期純利益は2億1千万円と前年同期比4千

万円（18.5％）の減益となりました。 

次に、各部門の販売概況は以下のとおりであります。 

（澱粉部門） 

澱粉部門は、震災の影響から製紙向け工業用澱粉の販売数量が減少しましたが、販売価格の改定によ

り、売上高は114億1千万円と前年同期比6億8千万円（6.4％）の増収となりました。 

（糖化品部門） 

糖化品部門は、8月中旬以降に飲料メーカーによる生産調整があったものの、各飲料メーカーによる震

災後の復興支援のための清涼飲料等の増産や、節電に備えた在庫積み上げのための前倒し生産の増産に加

え、早い梅雨明けとその後の猛暑から当社の主力製品である異性化糖等の糖化製品の販売数量が好調に推

移したことにより、売上高は270億3千万円と前年同期比25億5千万円（10.4％）の増収となりました。 

（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落ち込んだことから、売上高は13億8千万円と前年同期

比4千万円（3.1％）の減収となりました。 

（副産物部門） 

副産物部門は、全般的に販売数量が増加したことにより、売上高は45億6千万円と前年同期比6億5千万

円（16.8％）の増収となりました。 

  

当第3四半期末における総資産は、399億2千万円となり、前連結会計年度末と比較して1億7千万円の増

加となりました。その主な要因は、未収還付法人税等が7億6千万円、投資有価証券が3億8千万円減少した

ものの、原材料及び貯蔵品が13億4千万円増加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3億2千万円の増加となりました。その主な要因は、未払金が2億円、未払法人税

等が1億2千万円増加したこと等によるものです。 

なお、純資産は156億9千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.6ポイント減少

し、39.3％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、27億2千万円となり、前連結会

計年度末と比較して7千万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10億7千万円(前年同期比437.0％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5億3千万円に減価償却費16億8千万円、法人税等の還付額7

億4千万円を加算した額から売上債権の増加額6億3千万円、たな卸資産の増加額16億6千万円を控除した額

等によるものです。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

日本食品化工㈱（2892）平成24年3月期 第3四半期決算短信

－3－



  
（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10億7千万円(前年同期は20億5千万円の資金獲得)となりました。 

これは主として、投資有価証券の売却による収入4億3千万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14億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7千万円(前年同期比92.0％減)となりました。 

これは主として、借入金の増加(純額)7千万円から配当金の支払1億2千万円を控除した額等によるもの

です。 

  

平成24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。 

  

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。 

  

（追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）

を適用しております。 

  

法人税率の変更等による影響 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平

成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に

開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から、平成

24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一

時差異については38.0％に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異

については35.6％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除

した金額）は160百万円減少し、法人税等調整額は171百万円増加しております。 

  

(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
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,797 2,725

受取手形及び売掛金 10,865 11,503

商品及び製品 3,131 3,388

仕掛品 2,226 2,292

原材料及び貯蔵品 2,435 3,775

繰延税金資産 412 400

未収還付法人税等 768 －

その他 1,188 365

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 23,825 24,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,408 3,478

機械装置及び運搬具（純額） 5,091 5,321

工具、器具及び備品（純額） 177 160

土地 1,864 1,862

リース資産（純額） 95 82

建設仮勘定 886 610

有形固定資産合計 11,524 11,517

無形固定資産 288 299

投資その他の資産   

投資有価証券 2,954 2,570

長期貸付金 10 9

繰延税金資産 958 895

その他 196 184

貸倒引当金 △5 △4

投資その他の資産合計 4,115 3,655

固定資産合計 15,928 15,471

資産合計 39,754 39,924
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,195 2,167

短期借入金 5,430 6,775

未払金 2,877 3,078

未払法人税等 － 123

賞与引当金 826 718

役員賞与引当金 6 5

その他 92 231

流動負債合計 11,428 13,100

固定負債   

長期借入金 8,637 7,363

退職給付引当金 3,095 3,022

役員退職慰労引当金 19 13

長期未払金 102 122

資産除去債務 538 540

その他 77 64

固定負債合計 12,471 11,127

負債合計 23,899 24,227

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 15,788 15,878

自己株式 △2,144 △2,144

株主資本合計 15,572 15,662

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 268 142

繰延ヘッジ損益 70 40

為替換算調整勘定 △55 △147

その他の包括利益累計額合計 282 34

純資産合計 15,854 15,696

負債純資産合計 39,754 39,924
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 40,544 44,397

売上原価 32,911 37,615

売上総利益 7,632 6,781

販売費及び一般管理費 6,537 6,596

営業利益 1,095 185

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 64 50

持分法による投資利益 64 242

試作品売却益 15 31

受取ロイヤリティー 15 19

受取保険金 5 6

その他 27 123

営業外収益合計 195 477

営業外費用   

支払利息 234 242

その他 11 10

営業外費用合計 246 252

経常利益 1,045 410

特別利益   

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 － 186

特別利益合計 1 186

特別損失   

固定資産除却損 35 32

固定資産売却損 － 1

投資有価証券評価損 9 13

ゴルフ会員権売却損 3 －

ゴルフ会員権評価損 － 10

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 560 57

税金等調整前四半期純利益 486 539

法人税、住民税及び事業税 44 129

法人税等調整額 180 196

法人税等合計 224 326

少数株主損益調整前四半期純利益 261 213

四半期純利益 261 213
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 （四半期連結包括利益計算書） 
 （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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 261 213

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62 △125

繰延ヘッジ損益 △129 △30

持分法適用会社に対する持分相当額 △92 △91

その他の包括利益合計 △284 △248

四半期包括利益 △22 △34

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △22 △34

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 486 539

減価償却費 1,649 1,683

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） △16 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 △72

投資有価証券評価損益（△は益） 9 13

投資有価証券売却損益（△は益） － △186

ゴルフ会員権評価損 － 10

受取利息及び受取配当金 △68 △54

支払利息 234 242

持分法による投資損益（△は益） △64 △242

固定資産売却損益（△は益） △1 1

固定資産除却損 35 32

売上債権の増減額（△は増加） △453 △637

たな卸資産の増減額（△は増加） 490 △1,664

仕入債務の増減額（△は減少） 76 △27

その他 △1,111 845

小計 1,799 476

利息及び配当金の受取額 115 102

利息の支払額 △260 △244

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,453 744

営業活動によるキャッシュ・フロー 200 1,078

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 △1,913 △1,408

有形固定資産の売却による収入 2 1

無形固定資産の取得による支出 △109 △76

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 － 436

貸付けによる支出 △5,505 △1

貸付金の回収による収入 9,502 1

その他 83 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,055 △1,074

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 9,400 22,100

短期借入金の返済による支出 △9,900 △23,000

長期借入れによる収入 500 1,600

長期借入金の返済による支出 △453 △628

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △483 △129

リース債務の返済による支出 △16 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △953 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,303 △72

現金及び現金同等物の期首残高 1,994 2,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,297 2,725
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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) 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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