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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 4,309 △5.9 236 68.7 235 69.9 135 112.4
21年10月期第1四半期 4,577 ― 140 ― 138 ― 63 ―

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10月期第1四半期 19.72 ―
21年10月期第1四半期 9.28 ―

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10月期第1四半期 12,322 8,271 66.0 1,180.07
21年10月期 12,165 8,176 66.1 1,166.91

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  8,127百万円 21年10月期  8,037百万円

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10月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年10月期 ―
22年10月期 

（予想）
7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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

9,400 △6.3 452 △9.8 450 △10.4 250 △13.3 36.30

通期 19,100 △2.9 940 1.8 940 1.6 540 0.1 78.40
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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 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく
異なる結果となる可能性があります。 
 上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の３ページをご参照ください。 

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10月期第1四半期 6,900,000株 21年10月期  6,900,000株
② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  12,377株 21年10月期  12,332株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 6,887,643株 21年10月期第1四半期 6,887,962株
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 当第１四半期における国内経済は、海外経済の復調や緊急経済対策の効果などを背景として景気全般に持ち直しの

動きがみられた一方、失業率が高水準にあるなど先行きに対する懸念材料も多く、依然として厳しい状況で推移して

きました。消費者物価は緩やかな下落を続けており、食品の販売場面でも低価格訴求の継続などデフレの影響が顕著

に見受けられます。また、原油を始め、砂糖や穀物類など主要作物の国際相場は安定感を欠き、原材料の仕入れ価格

の変動に予断を許さない厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは年度方針として、「１．人材育成」「２．原料起点経営」「３．コスト挑

戦」「４．営業革新」「５．商品開発マインドの醸成」をテーマに掲げ、新年度をスタートさせました。当第１四半

期においては特に主力製品である「アヲハタ・55ジャム」シリーズの全品リニューアル（２月19日発売）を前に、導

入準備ならびに発売に向けての製造対応に注力してまいりました。この全品リニューアルにおいては、ジャム本来の

コクを活かしながら、後味の甘さをすっきりと仕上げ、フルーツのおいしさをさらに引き立てることで、トーストに

はもちろん、焼かない食パンでもおいしく召し上がっていただける仕立てにしております。 

 売上につきましては、ジャム類では「ランプ」シリーズが伸長しましたが、「アヲハタ・55ジャム」シリーズが前

年同期を下回り、全体でも前年同期を下回りました。調理食品類は「キユーピーやさしい献立」シリーズなどが伸長

いたしましたが、全体では前年同期を下回りました。産業用加工品類も、取引先の使用量減の影響を受ける形でフル

ーツ原料販売ならびにフルーツ・プレパレーションが前年同期を下回っております。以上の結果、当第１四半期連結

累計期間の売上高は43億９百万円（前年同期比5.9％減）となりました。 

 利益につきましては、「アヲハタ・55ジャム」シリーズのリニューアル対応による操業度の向上、利益改善活動の

継続、原材料価格の高騰が緩和されたこと等により、営業利益は２億36百万円（前年同期比68.7％増）、経常利益は

２億35百万円（前年同期比69.9％増）、四半期純利益は１億35百万円（前年同期比112.4％増）となりました。 

(１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億57百万円増加し123億22百万円となりま

した。資産の増減の主な要因は、商品及び製品の増加２億80百万円、受取手形及び売掛金の減少81百万円などであ

ります。なお、商品及び製品の増加は、主として「アヲハタ・55ジャム」シリーズのリニューアル対応によるもの

であります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し40億50百万円となりました。負債の増減の主な要因は、短

期借入金の増加６億25百万円、支払手形及び買掛金の減少１億34百万円、未払法人税等の減少２億21百万円および

賞与引当金の減少１億47百万円などであります。 

 また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ95百万円増加し82億71百万円となりました。純資産の増加の主な

要因は、利益剰余金の増加87百万円などであります。  

(２)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会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41百万円増加し、２億81百万円となりました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は、３億70百万円 (前年同期比１億５百万円の支出増加)となりました。主な増減

要因は、税金等調整前四半期純利益２億35百万円に加え、たな卸資産の増加２億49百万円、賞与引当金の減少1億

47百万円および仕入債務の減少１億34百万円など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） 

 投資活動の結果支出した資金は、１億68百万円（前年同期比39百万円の支出増加）となりました。主な減少要因

は、有形固定資産の取得１億64百万円など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） 

 財務活動の結果得られた資金は、５億80百万円（前年同期比51百万円の収入増加）となりました。主な増減要因

は、短期借入金の増加６億25百万円、配当金の支払42百万円などによるものであります。 

 通期の業績見通しにつきましては、厳しい経営環境が続くことが予想されますが、主力製品のリニューアルによる

販売の活性化や全社的な業務改善等による利益の掘り起こしを軸に、売上および利益の向上を目指してまいります。

当第１四半期までの業績は概ね当初予想どおりに推移しており、平成21年12月９日の決算発表時に公表いたしました

第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はございません。 

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

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。  

  

（簡便な会計処理） 

棚卸資産の評価方法 

 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もり、簿

価切下げを行う方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 281,865 240,361

受取手形及び売掛金 3,229,380 3,311,084

商品及び製品 1,386,296 1,105,893

仕掛品 44,881 40,643

原材料及び貯蔵品 2,335,439 2,370,331

その他 170,410 219,691

貸倒引当金 △16,546 △16,943

流動資産合計 7,431,728 7,271,062

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,829,817 1,841,549

機械装置及び運搬具（純額） 910,102 901,597

土地 1,324,662 1,324,662

その他（純額） 72,871 71,763

有形固定資産合計 4,137,453 4,139,572

無形固定資産 71,337 74,022

投資その他の資産   

投資有価証券 396,401 400,873

その他 290,795 285,247

貸倒引当金 △5,331 △5,406

投資その他の資産合計 681,865 680,713

固定資産合計 4,890,656 4,894,308

資産合計 12,322,384 12,165,371

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,218,921 2,353,366

短期借入金 785,000 160,000

未払法人税等 33,945 255,040

賞与引当金 120,538 267,878

役員賞与引当金 551 5,764

その他 475,965 540,817

流動負債合計 3,634,923 3,582,866

固定負債   

退職給付引当金 333,396 323,250

その他 82,623 83,222

固定負債合計 416,020 406,473

負債合計 4,050,943 3,989,339
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 644,400 644,400

資本剰余金 714,594 714,594

利益剰余金 6,706,786 6,619,201

自己株式 △12,774 △12,715

株主資本合計 8,053,006 7,965,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,784 74,480

繰延ヘッジ損益 4,103 △2,666

評価・換算差額等合計 74,888 71,813

少数株主持分 143,546 138,737

純資産合計 8,271,441 8,176,031

負債純資産合計 12,322,384 12,165,371
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 4,577,924 4,309,824

売上原価 3,876,465 3,588,097

売上総利益 701,458 721,727

販売費及び一般管理費 561,398 485,428

営業利益 140,060 236,299

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 573 406

受取賃貸料 6,318 6,151

その他 1,705 1,108

営業外収益合計 8,598 7,668

営業外費用   

支払利息 3,210 612

賃貸費用 3,381 3,928

固定資産除却損 2,661 4,056

その他 916 105

営業外費用合計 10,169 8,703

経常利益 138,489 235,263

特別利益   

貸倒引当金戻入額 74 472

特別利益合計 74 472

税金等調整前四半期純利益 138,564 235,735

法人税、住民税及び事業税 18,249 35,563

法人税等調整額 45,745 57,201

法人税等合計 63,994 92,764

少数株主利益 10,644 7,172

四半期純利益 63,925 135,799
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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 138,564 235,735

減価償却費 108,387 108,144

賞与引当金の増減額（△は減少） △133,390 △147,339

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,153 △5,212

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,087 10,146

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,458 △472

受取利息及び受取配当金 △574 △407

支払利息 3,210 612

有形固定資産除却損 2,661 4,056

売上債権の増減額（△は増加） △165,326 81,704

たな卸資産の増減額（△は増加） 166,182 △249,749

仕入債務の増減額（△は減少） △302,581 △134,445

その他の流動資産の増減額（△は増加） 25,625 △9,458

その他の流動負債の増減額（△は減少） 35,226 △11,991

その他 △4,048 △3,222

小計 △124,671 △121,897

利息及び配当金の受取額 574 407

利息の支払額 △3,160 △708

役員退職慰労金 △3,105 △25

法人税等の支払額 △139,018 △251,469

その他の収入 4,019 3,204

営業活動によるキャッシュ・フロー △265,360 △370,487

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 △107,198 △164,859

無形固定資産の取得による支出 △10,830 △1,756

有形固定資産の売却による収入 125 26

投資有価証券の取得による支出 △126 △2,063

投資有価証券の売却による収入 － 341

その他 △10,769 181

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,797 △168,129

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） 580,000 625,000

長期借入金の返済による支出 △3,930 －

自己株式の取得による支出 △143 △59

配当金の支払額 △45,444 △42,414

少数株主への配当金の支払額 △1,600 △2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 528,881 580,125

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,708 41,504

現金及び現金同等物の期首残高 175,121 240,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 309,830 281,865
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

 食品事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める割合がいず

れも90％超であるため、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21年11月１日 至平成22年１月31日） 

 食品事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める割合がいず

れも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店はないため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21年11月１日 至平成22年１月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店はないため該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１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１四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年１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
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