
平成22年12月期 第1四半期決算短信 

平成22年5月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ミヨシ油脂株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4404 URL http://www.miyoshi-yushi.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山田 修
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 山下 史生 TEL 03-3603-1149
四半期報告書提出予定日 平成22年5月13日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 10,471 △1.9 648 ― 695 ― 502 ―
21年12月期第1四半期 10,669 ― △670 ― △668 ― △728 ―

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12月期第1四半期 4.88 ―
21年12月期第1四半期 △8.84 ―

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12月期第1四半期 44,771 20,051 44.7 194.49
21年12月期 46,158 19,662 42.6 190.72

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  20,030百万円 21年12月期  19,642百万円

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12月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― 3.00 3.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

21,600 △1.5 570 ― 570 ― 300 ― 2.91

通期 44,800 △0.6 1,200 △0.2 1,200 △3.1 670 30.1 6.51

－1－



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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、事業を取り巻く経済情勢、市場の動向等 
に関わるリスクや不確定要因により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12月期第1四半期 103,068,954株 21年12月期  103,068,954株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  80,055株 21年12月期  79,527株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 102,989,099株 21年12月期第1四半期  82,378,996株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の緩やかな増加と生産の持ち直しにより企

業収益の改善が一部において見られたものの、雇用情勢は厳しく依然不透明な状況で推移いたしまし

た。 

当油脂加工業界におきましても、油脂原料価格の高止まりと消費の低迷、消費者の低価格志向等に

より厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のなかで当社グループは、市場ニーズを的確に捉えた製品開発と販売活動を推進す

るとともに、生産体制の効率化、物流業務の合理化、さらに販売管理体制の見直し等の業務改善活動

に努めました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は104億7千1百万円（前年同期比1.9％減）、営業利

益は6億4千8百万円（前年同期は営業損失6億7千万円）、経常利益は6億9千5百万円（前年同期は経常

損失6億6千8百万円）、四半期純利益は5億2百万円（前年同期は四半期純損失7億2千8百万円）となり

ました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  

≪油脂系事業≫  

食用油脂事業は、主要需要先である製パン業界、製菓業界、即席麺業界に対するマーガリン、ショ

ートニングなど主力製品の販売が堅調に推移したことに加え、重点拡販製品である粉末油脂の販売

が、新規用途開拓の成果により大幅に伸長いたしました。また、食品に対する消費者の安全・安心へ

の関心の高まりを受け、更なる低トランス酸化を推進いたしました。 

工業用油脂事業は、主要需要先である界面活性剤、ゴム、潤滑油等の業界への脂肪酸やグリセリン

の販売は依然厳しいものの、トイレタリー業界向けへの製品については順調に推移いたしました。 

その結果、売上高は89億4千2百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は4億8千3百万円（前年同期

は営業損失6億9千8百万円）となりました。 

  

≪化成品事業≫    

環境改善関連事業につきましては、海外市場への展開により、廃水処理薬剤「エポフロック」の販

売が拡大いたしましたが、飛灰処理剤市場や土壌処理剤市場においては、廃棄物量の減少や土壌処理

件数が減少したため厳しい状況で推移いたしました。 

界面活性剤関連事業におきましては、依然として産業用界面活性剤の低迷が続いておりますが、香

粧品、トイレタリー原料製品については、高付加価値製品である化粧品原料基剤「Mファインオイル

シリーズ」やシャンプー原料である両性界面活性剤の拡販に注力したことに加え、不採算製品の見直

しを継続して実施したことにより順調に推移いたしました。 

その結果、売上高は14億7千万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は1億2千4百万円（前年同期は

営業損失9百万円）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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前連結会計年度末に比べ、当第１四半期連結会計期間末の総資産は13億8千6百万円減少し、純資産

は3億8千8百万円増加しました。この結果、自己資本比率は44.7％、１株当たり純資産は194円49銭と

なりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間末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

計年度末に比べ資金は9億4千万円減少し、53億8千3百万円となりました。当第１四半期連結累計期間

における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によって得られた資金は、9億6千万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純

利益7億2千6百万円に減価償却費の加算4億1千万円および売上債権の減少19億6千9百万円等による資

金の増加があった一方、たな卸資産の増加2億1千8百万円および仕入債務の減少16億6百万円等による

資金の減少があったことによるものです。 

投資活動の結果、15億3千9百万円の資金の減少となりました。これは、主に有価証券の取得12億9

千9百万円、投資有価証券の取得1億4千8百万円および生産設備の老朽化に伴う工事等による有形固定

資産の取得1億4千8百万円等による資金の減少があったことによるものです。 

財務活動の結果、3億6千2百万円の資金の減少となりました。これは、主に配当金の支払い2億8千9

百万円による資金の減少があったことによるものであります。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は、油脂原料価格の上昇傾向、消費の低迷、消費者の低価格志向

等により先行き不透明な状況が続くものと予想されます。 

平成22年12月期の業績予想につきましては、現時点において、平成22年２月15日に公表いたしまし

た「平成21年12月期 決算短信」の連結業績予想を変更せず、今後の市場動向を踏まえ、ある程度確

度を得られた段階で業績予想の見直しを図る予定であります。 

  
  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,383 6,324

受取手形及び売掛金 10,637 12,606

有価証券 1,299 －

商品及び製品 1,747 1,950

仕掛品 546 475

原材料及び貯蔵品 1,758 1,407

その他 294 277

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 21,650 23,025

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,305 5,409

機械装置及び運搬具（純額） 3,763 3,961

土地 4,566 4,566

その他（純額） 234 249

有形固定資産合計 13,869 14,186

無形固定資産

その他 381 402

無形固定資産合計 381 402

投資その他の資産

投資有価証券 7,496 6,986

その他 1,413 1,594

貸倒引当金 △39 △36

投資その他の資産合計 8,870 8,544

固定資産合計 23,120 23,132

資産合計 44,771 46,158
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,536 9,143

短期借入金 4,175 4,175

1年内返済予定の長期借入金 1,114 1,074

未払法人税等 185 29

その他 1,341 1,479

流動負債合計 14,352 15,902

固定負債

長期借入金 6,964 7,075

退職給付引当金 2,716 2,804

役員退職慰労引当金 484 502

その他 201 212

固定負債合計 10,367 10,593

負債合計 24,720 26,495

純資産の部

株主資本

資本金 9,015 9,015

資本剰余金 5,492 5,492

利益剰余金 4,745 4,552

自己株式 △22 △22

株主資本合計 19,230 19,036

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 767 580

為替換算調整勘定 33 24

評価・換算差額等合計 800 605

少数株主持分 21 20

純資産合計 20,051 19,662

負債純資産合計 44,771 46,158
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

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

売上高 10,669 10,471

売上原価 9,835 8,330

売上総利益 834 2,140

販売費及び一般管理費 1,505 1,491

営業利益又は営業損失（△） △670 648

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 21 23

持分法による投資利益 30 76

その他 36 21

営業外収益合計 92 123

営業外費用

支払利息 74 66

その他 17 9

営業外費用合計 91 76

経常利益又は経常損失（△） △668 695

特別利益

投資有価証券売却益 192 33

その他 4 1

特別利益合計 196 34

特別損失

有形固定資産除却損 － 4

たな卸資産評価損 764 －

その他 5 0

特別損失合計 770 4

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（△）

△1,242 726

法人税、住民税及び事業税 5 171

法人税等調整額 △519 51

法人税等合計 △513 223

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △728 502
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３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（△）

△1,242 726

減価償却費 434 410

退職給付引当金の増減額（△は減少） △251 △87

受取利息及び受取配当金 △25 △25

支払利息 74 66

持分法による投資損益（△は益） △30 △76

投資有価証券売却損益（△は益） △192 △33

売上債権の増減額（△は増加） 4,132 1,969

たな卸資産の増減額（△は増加） 750 △218

仕入債務の増減額（△は減少） △3,837 △1,606

その他 △151 △115

小計 △340 1,007

利息及び配当金の受取額 31 37

利息の支払額 △56 △69

法人税等の支払額 △136 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー △501 960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △1,299

投資有価証券の取得による支出 － △148

投資有価証券の売却による収入 373 58

有形固定資産の取得による支出 △207 △148

貸付金の回収による収入 19 －

その他 1 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 187 △1,539

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） 350 －

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △87 △271

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △231 △289

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 31 △362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △283 △940

現金及び現金同等物の期首残高 4,296 6,324

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,013 5,383
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該当事項はありません。 

  

   
(注) １ 事業区分の方法  

事業区分は、製品の種類、性質および製造方法に応じて、油脂系事業、化成品事業、その他にセグメンテー

ションしております。 

２ 各事業区分の主要製品等 

(1) 油脂系事業…マーガリン、ショートニング、ラード、粉末油脂、ホイップクリーム、その他食用加工油

脂、脂肪酸、グリセリン、工業用石鹸、その他工業用油脂、原料油脂等  

(2) 化成品事業…繊維用処理剤、消泡剤、香粧品原料、重金属捕集剤、重金属固定剤、その他各種界面活性剤

(3) その他………不動産賃貸 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 終改正平成20年９月26

日 企業会計基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として月次総

平均法による原価法から主として月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更

しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失は油脂系事業が574百万円、化成品事業が13百万円

それぞれ増加しております。 

４ 追加情報 

  (有形固定資産の耐用年数の変更) 

  法人税法の改正を契機に見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を

改正後の法定耐用年数に変更しております。これにより、営業損失は油脂系事業が27百万円増加、化成品事

業が2百万円減少し、営業利益はその他が1百万円減少しております。 

  

(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】

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

油脂系事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,132 1,480 56 10,669 ― 10,669

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

72 ― 35 108 (108) ―

計 9,204 1,480 92 10,777 (108) 10,669

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△698 △9 37 △670 (―) △670
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(注) １ 事業区分の方法  

事業区分は、製品の種類、性質および製造方法に応じて、油脂系事業、化成品事業、その他にセグメンテー

ションしております。 

２ 各事業区分の主要製品等 

(1) 油脂系事業…マーガリン、ショートニング、ラード、粉末油脂、ホイップクリーム、その他食用加工油

脂、脂肪酸、グリセリン、工業用石鹸、その他工業用油脂、原料油脂等  

(2) 化成品事業…繊維用処理剤、消泡剤、香粧品原料、重金属捕集剤、重金属固定剤、その他各種界面活性剤

(3) その他………不動産賃貸 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。(本国以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店はありませ

ん。) 

  

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

 該当事項はありません。(本国以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店はありませ

ん。) 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。(海外売上高は、連結売上高の10％未満でありますので、記載を省略してお

ります。) 

  

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

 該当事項はありません。(海外売上高は、連結売上高の10％未満でありますので、記載を省略してお

ります。) 

  

該当事項はありません。 

  

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

油脂系事業 
(百万円)

化成品事業
(百万円)

その他
(百万円)

計(百万円)
消去又は 

全社(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,942 1,470 58 10,471 ― 10,471

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

39 ― 34 74 (74) ―

計 8,982 1,470 93 10,545 (74) 10,471

  営業利益 483 124 40 648 (―) 648

【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
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