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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 12,303 18.5 544 ― 524 ― 290 ―

21年3月期第3四半期 10,385 ― 21 ― △31 ― △47 ―

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 25.48 ―

21年3月期第3四半期 △4.14 ―

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 14,229 6,578 46.2 577.83
21年3月期 13,880 6,377 45.9 559.74

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,578百万円 21年3月期  6,377百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 8.00

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 15,861 16.5 498 ― 451 ― 234 ― 20.55
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

・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 11,400,000株 21年3月期  11,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  15,759株 21年3月期  5,789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 11,387,771株 21年3月期第3四半期 11,394,525株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られたものの、企業業績は依然低迷

しており、雇用状況の悪化、個人消費の冷え込みに加えデフレ懸念や為替相場の急激な変動等、先行き不透明な状況

が続いております。 

 このような状況下、当社グループは、ヘルスケア関連製品の素材型粉末品及びお客先様ブランドの完成型商品が順

調に売上を伸ばし業績に貢献いたしました。新規事業に関しましては粉末茶に重点を置いた営業活動を行って拡販す

るとともに昆布エキスは品揃えを充実して更なる市場展開を図りつつあります。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は123億３百万円（前年同四半期比18.5％増）、営業利益５億44

百万円（前年同四半期比５億22百万円増）、経常利益５億24百万円（前年同四半期は経常損失31百万円）、四半期純

利益２億90百万円（前年同四半期は四半期純損失47百万円）となりました。 

 部門業績は次のとおりであります。 

○カラメル製品部門 

 着色料カラメルの即席食品向け粉末品が増加しましたが、デザート関連商品向けシラップ及びプリン用タブレット

は消費減退の状況下、特に高級タイプ商品向けの販売が低迷し、売上高は21億96百万円（前年同四半期比1.7％減）

となりました。 

○粉末製品部門 

 粉末茶製品、和風調味料製品は増加基調を継続し、順次市場導入を実現しております。また、即席加工食品向けの

粉末調味料と、特にヘルスケア関連素材の粉末品が大幅に増加したことから、売上高は23億40百万円（前年同四半期

比9.4％増）となりました。 

○凍結乾燥製品部門 

 凍結乾燥製品の主力である粉末山芋は、市場での安価な海外品及び熱風乾燥品タイプへの移行の影響で減少し、売

上高は４億54百万円（前年同四半期比11.5％減）となりました。 

○造粒製品部門 

 ヘルスケア関連製品が順調に推移し、特にお客先様ブランドの完成型商品が飛躍的に売上増加しました。また、洋

風スープ類の即席加工食品商材が増加したことにより、売上高は44億34百万円（前年同四半期比77.2％増）となりま

した。 

○ブレンド製品部門 

 輸出用粉末ブレンド製品は世界的景気後退と円高為替等の影響による需要低迷から大きく減少し、売上高は７億38

百万円（前年同四半期比20.0％減）となりました。 

○その他製品・商品部門 

 冷凍和菓子関連の商品販売は順調に推移しており、病院・介護施設向けに好調に売上を伸ばしました。また、中国

からの即席加工食品向け具材及びレトルト具材の販売も増加したことで、売上高は21億38百万円（前年同四半期比

3.3％増）となりました。   

  

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は３億48百万円増加し142億29百

万円、純資産は２億円増加し65億78百万円となりました。この主な変動要因は、以下のとおりであります。 

 資産は、受取手形及び売掛金が大きく増加し、機械装置及び運搬具が減少しました。負債は、支払手形及び買掛

金、短期借入金が増加し、長期借入金が減少しました。純資産は、利益剰余金が増加しました。  

 この結果、自己資本比率は46.2％、１株当たり純資産は577円83銭となりました。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較し

て７百万円増加し、17億45百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は６億63百万円（前年同四半期は11百万円の使用）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益４億95百万円等によるものであります。 

（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４億23百万円（前年同四半期は３億28百万円の使用）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出４億25百万円等によるものであります。 

（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２億32百万円（前年同四半期は１億17百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、短期借入金の純増加額２億50百万円となり、長期借入金の返済による支出３億84百万円等によるもの

であります。  

  

 平成22年３月期の営業利益及び経常利益並びに当期純利益の見通しにつきましては、第３四半期までの推移を踏ま

えれば、平成21年11月９日の公表予想に対して変動が生じる可能性がありますが、現時点においては据え置きといた

します。今後、見通しがより明らかになった時点で、修正が必要な場合には速やかに公表いたします。  

  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により棚卸高を算

定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

  

２．四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。  

  

 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

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：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 1,785,186 1,777,926

受取手形及び売掛金 4,069,625 2,990,386

有価証券 1,396 1,396

商品及び製品 1,119,074 1,169,650

仕掛品 380,145 326,904

原材料及び貯蔵品 480,051 589,036

繰延税金資産 114,748 263,060

その他 159,453 248,211

貸倒引当金 △44,739 △27,075

流動資産合計 8,064,943 7,339,497

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,991,383 2,079,016

機械装置及び運搬具（純額） 2,030,712 2,292,957

その他（純額） 459,348 417,556

有形固定資産合計 4,481,444 4,789,531

無形固定資産 52,319 51,935

投資その他の資産   

投資有価証券 819,956 806,641

繰延税金資産 483,258 506,863

その他 346,955 398,061

貸倒引当金 △19,701 △11,643

投資その他の資産合計 1,630,469 1,699,922

固定資産合計 6,164,233 6,541,388

資産合計 14,229,176 13,880,886
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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 1,796,547 1,492,755

短期借入金 2,980,872 2,735,612

未払法人税等 30,868 7,580

賞与引当金 118,986 203,097

役員賞与引当金 1,500 2,000

その他 584,977 553,955

流動負債合計 5,513,751 4,995,001

固定負債   

長期借入金 657,544 1,036,948

退職給付引当金 1,406,506 1,406,647

その他 73,195 64,490

固定負債合計 2,137,245 2,508,086

負債合計 7,650,997 7,503,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,739,533 3,540,476

自己株式 △4,938 △1,803

株主資本合計 6,438,204 6,242,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 213,329 207,944

為替換算調整勘定 △73,355 △72,428

評価・換算差額等合計 139,974 135,515

純資産合計 6,578,179 6,377,798

負債純資産合計 14,229,176 13,880,886
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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 10,385,138 12,303,712

売上原価 8,640,668 9,985,642

売上総利益 1,744,470 2,318,070

販売費及び一般管理費 1,723,071 1,774,067

営業利益 21,399 544,003

営業外収益   

受取利息 2,348 1,515

受取配当金 11,931 12,096

補助金収入 － 13,736

その他 12,310 14,124

営業外収益合計 26,589 41,472

営業外費用   

支払利息 42,377 36,192

持分法による投資損失 15,445 11,196

為替差損 17,223 10,821

その他 4,941 2,369

営業外費用合計 79,988 60,580

経常利益又は経常損失（△） △31,999 524,895

特別利益   

固定資産売却益 － 16,540

特別利益合計 － 16,540

特別損失   

支払補償金 － 30,673

固定資産除却損 10,485 15,592

関係会社出資金評価損 22,654 －

リース解約損 922 －

投資有価証券評価損 566 －

保険解約損 562 －

特別損失合計 35,192 46,265

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△67,192 495,170

法人税、住民税及び事業税 16,380 37,624

法人税等調整額 △36,381 167,334

法人税等合計 △20,000 204,958

四半期純利益又は四半期純損失（△） △47,191 290,211
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△67,192 495,170

減価償却費 672,926 616,855

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,243 25,722

賞与引当金の増減額（△は減少） △103,588 △84,111

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △499 △500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83,820 △141

受取利息及び受取配当金 △14,279 △13,612

支払利息 42,377 36,192

為替差損益（△は益） 9,819 817

持分法による投資損益（△は益） 15,445 11,196

投資有価証券評価損益（△は益） 566 －

固定資産売却損益（△は益） － △16,540

固定資産除却損 10,485 15,592

関係会社出資金評価損 22,654 －

売上債権の増減額（△は増加） △837,716 △1,106,139

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,907 108,960

その他の流動資産の増減額（△は増加） 99,521 28,777

仕入債務の増減額（△は減少） 261,234 331,264

その他の流動負債の増減額（△は減少） △109,117 153,936

その他 11,257 48,034

小計 168,868 651,476

利息及び配当金の受取額 14,381 13,443

利息の支払額 △45,666 △33,551

法人税等の還付額 － 54,085

法人税等の支払額 △148,806 △22,046

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,221 663,408

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △30,000 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000 30,000

有価証券の取得による支出 △398 △399

有価証券の償還による収入 398 398

有形固定資産の取得による支出 △336,406 △425,613

有形固定資産の除却による支出 △1,440 △2,495

有形固定資産の売却による収入 － 17,000

投資有価証券の取得による支出 △4,708 △3,434

貸付けによる支出 △36,040 △39,671

貸付金の回収による収入 31,530 25,338

保険積立金の解約による収入 13,599 6,251

その他の支出 △3,923 △3,648

その他の収入 8,827 3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,560 △423,037
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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） 594,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △384,984 △384,144

リース債務の返済による支出 － △3,430

自己株式の取得による支出 △244 △3,135

配当金の支払額 △91,151 △91,570

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,619 △232,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,941 △829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,104 7,260

現金及び現金同等物の期首残高 1,825,138 1,737,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,593,034 1,745,186
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

 当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、該当事項はありません。 

  

 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） 

 当社グループの連結売上高は、その全てが食品製造販売事業であるため、該当事項はありません。  

  

 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

 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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

仙波糖化工業㈱（2916）　平成22年３月期第３四半期決算短信

－10－




