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連結経営指標等 

  

 
(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期 

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結

累計期間

第62期
第２四半期連結

会計期間

第63期 
第２四半期連結 

会計期間
第62期

会計期間

自  平成21年
   ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自 平成21年
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自 平成22年 
    ７月１日 
至  平成22年 
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成22年 
    ３月31日

売上高 (百万円) 154,045 146,374 77,052 73,052 315,337

経常利益 (百万円) 16,427 13,128 7,677 5,772 32,545

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,660 7,169 4,468 3,164 18,506

純資産額 (百万円) ― ― 165,464 170,489 170,288

総資産額 (百万円) ― ― 222,950 228,350 229,242

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,505.60 1,575.72 1,575.67

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) 94.78 70.16 43.84 30.97 181.33

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 68.83 70.51 70.24

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 12,164 14,002 ― ― 29,254

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,884 △5,677 ― ― △25,272

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,699 △2,694 ― ― △5,724

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 44,202 50,067 46,545

従業員数 (名) ― ― 3,838 4,176 4,156
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

平成22年９月30日現在 

 
(注) １  従業員数は就業人員であります。 

２  従業員数の(  )は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

  

 
(注)   従業員数は就業人員であります。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(名)
4,176

(788)

(2) 提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 1,937
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当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社製品はすべて見込生産によって製造されており、受注生産は行っておりません。 

３ 外注先からの発注により受注生産を行っている会社は、フクシマフーズ㈱、㈱フレッシュダイナー、石狩東

洋㈱及びミツワデイリー㈱であります。 

  

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

水産食品事業 2,244 ―

海外即席麺事業 12,517 ―

国内即席麺事業 16,143 ―

低温食品事業 10,734 ―

加工食品事業 4,902 ―

その他 6,058 ―

合計 52,602 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

加工食品事業 1 ― 0 ―

その他 6,086 ― 35 ―

合計 6,087 ― 35 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

水産食品事業 7,878 ―

海外即席麺事業 12,254 ―

国内即席麺事業 20,346 ―

低温食品事業 17,087 ―

加工食品事業 4,264 ―

冷蔵事業 3,302 ―

その他 7,653 ―

計 72,786 ―

その他の調整額 266 ―

合計 73,052 ―
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(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前

事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しの兆しが見られるものの、雇用情勢について

は改善には至っておらず、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動等により景気が下押しされるリスクも

あり、依然として厳しい状況にあります。 

このような状況の中、当社グループは「Smiles for All.すべては、笑顔のために。」という企業スローガンの下

で「食を通じて社会に貢献する」「お客様に安全で安心な食品とサービスを提供する」ことを責務と考え取り組む

とともに、厳しい販売競争に対応するため、より一層のコスト削減並びに積極的な営業活動を推進してまいりまし

た。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高は前年同四半期に比べ5.2％減収の73,052百万円、営業利

益は前年同四半期に比べ26.5％減益の5,553百万円、経常利益は前年同四半期に比べ24.8％減益の5,772百万円、四

半期純利益は前年同四半期に比べ29.2％減益の3,164百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 水産食品事業 

水産食品事業は、世界的な市況回復が顕著になる中、欧米・ロシア・中国に代表される海外勢の水産品の需要

は益々強くなっており、輸入水産品は円高基調にも関わらず、相場上昇と日本国内の低価格志向及び魚離れで収

益に影響を及ぼしました。更にはこの夏の猛暑の影響と市況低迷でマグロ・魚卵・すり身等の利益率を押し下げ

ました。このように水産品を取巻く環境が益々厳しくなる中、鮭鱒・イカ・カニ等の新規商品開発と新規取引先

への販売を積極的に行った結果、売上高は7,878百万円、セグメント利益は116百万円となりました。 

② 海外即席麺事業 

海外即席麺事業は、海外経済の長引く不況の影響を受け、消費者の購売意欲が一層減少したこと、さらに円高

の影響もあって、売上高は12,254百万円、セグメント利益は2,137百万円となりました。 

③ 国内即席麺事業 

国内即席麺事業は、記録的な猛暑と長い残暑の影響で袋麺を中心に即席麺の総需要が低迷した中で、カップ麺

では、新ブランド「四季物語」の秋シリーズの発売、また、夏場に需要の高まる焼そばカテゴリーで「ありそう

でなかったあんかけ風焼そば」「富士宮焼そば」等特徴ある新商品が寄与したことにより売上を伸ばしました

が、即席麺全体では厳しい結果となりました。その結果、売上高は20,346百万円、セグメント利益は1,291百万

円となりました。 

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

三井物産㈱ 19,067 24.7 19,338 26.5

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析
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④ 低温食品事業 

低温食品事業は、生麺では記録的な猛暑により焼そば・うどん類が落ち込みましたが、涼味商品及びつけ麺が

好調に推移した結果、生麺類全体での売上はほぼ計画通りに推移しました。冷凍食品類では、外食市況低迷によ

る影響を受ける中、主力の冷凍麺においては競合低価格商品の攻勢への対策を打ち出しました。冷食について

は、季節商品の拡売等の販路拡大に努め売上は堅調に推移しました。その結果、売上高は17,087百万円、セグメ

ント利益は1,229百万円となりました。 

⑤ 加工食品事業 

加工食品事業は、無菌米飯の増量セールや５食パック拡売等の販売促進活動を実施いたしました。フリーズド

ライスープでは「カップもずくスープもみじおろし仕立て」等の新製品を投入しました。また、新たに鍋関連商

材として「トマト鍋用のスープ」や鍋の〆（しめ）に入れてリゾット風に食べる「鍋用ライス」を発売いたしま

した。その結果、売上高は4,264百万円、セグメント利益は62百万円となりました。 

⑥ 冷蔵事業 

冷蔵事業は、国内消費の低迷は一時期の状態から回復しつつあり、輸入貨物も少しずつ増加傾向にあるもの

の、依然として荷主の在庫圧縮傾向が続いていることから畜肉、水産物ともに在庫量は低位で推移しておりま

す。また、猛暑の影響によりアイスクリーム類の取り扱いが全国的に活発で、出庫が高水準で推移したことによ

り在庫が減少し、保管料収入を減収させる結果となりました。売上高は3,302百万円、セグメント利益は144百万

円となりました。 

⑦ その他 

その他は、主に弁当・惣菜事業及び不動産賃貸事業であります。売上高は7,653百万円、セグメント利益は617

百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の当社グループの総資産は228,350百万円で、前連結会計年度末に比べ892百万円

(0.4％)減少しました。当第２四半期連結会計期間末における資産・負債・純資産の状況とそれらの増減要因は

次のとおりであります。 

  

①  流動資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,459百万円(2.3％）増加し、111,068百万円となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金が2,287百万円減少しましたが、有価証券が3,500百万円、現金及び預金が1,325百万円

増加したことによるものであります。 

②  固定資産 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ3,351百万円(2.8％)減少し、117,282百万円となりました。これは主

に、建物及び構築物が1,804百万円、投資有価証券が891百万円、機械装置及び運搬具が552百万円減少したこと

によるものであります。 

③  流動負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,370百万円(3.3％)減少し、40,569百万円となりました。これは主に、

未払消費税等が266百万円、未払法人税等が248百万円増加しましたが、未払費用が2,288百万円減少したことに

よるものであります。 

④  固定負債 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ277百万円(1.6％)増加し、17,292百万円となりました。これは主に、資

産除去債務361百万円が発生し、退職給付引当金が298百万円増加しましたが、繰延税金負債が431百万円減少し

たことによるものであります。 

⑤  純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べ200百万円(0.1％)増加し、170,489百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が4,614百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が3,192百万円減少したことによるものであります。

  

(2) 財政状態の分析
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当第２四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、当第１四半期連結会計

期間末に比べ2,639百万円(5.6％)増加し、50,067百万円となりました。 

当第２四半期連結会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。 

  

①  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、前年同四半期に比べ162百万円(2.0％)増加の8,103百万円となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益の減少、たな卸資産の増加により資金が減少した一方、売上債権の減少、

法人税等の支払額の減少により資金が増加したことによるものであります。 

②  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、前年同四半期に比べ5,342百万円(55.6％)減少の4,258百万円となりました。

これは主に、定期預金の預入による支出が増加した一方、有形固定資産の取得による支出が減少したことによる

ものであります。 

③  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、前年同四半期に比べ108百万円(517.4％)増加の128百万円となりました。こ

れは主に、配当金の支払額が増加したことによるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。 

  

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は351百万円であります。 

  

  

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(5) 研究開発活動
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当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更及び重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  
  

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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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。 

  

 
  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 427,000,000

計 427,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 110,881,044 110,881,044
東京証券取引所 

（市場第一部）

単元株式数は1,000株であり

ます。

計 110,881,044 110,881,044 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年９月30日 ― 110,881 ― 18,969 ― 20,155
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平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 上記のほか、自己株式8,654千株（7.81％）があります。 

２ マルちゃん持株会は、当社従業員持株会であります。 

３ 東友会は、当社従業員の福利厚生を目的とする組織であります。 

４ ブラックロック・ジャパン㈱から平成22年９月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報

告書により、平成22年９月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として

当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。 

  なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
  

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託

銀行㈱（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,512 5.87

日本マスタートラスト信託銀行

㈱（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 6,391 5.76

日本トラスティ・サービス信託

銀行㈱（信託口９）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 5,299 4.78

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 2,935 2.65

THE CHASE MANHATTAN BANK, 

N.A. LONDON SECS LENDING 

OMNIBUS ACCOUNT

（常任代理人 ㈱みずほコーポ

レート銀行決済営業部）

WOOLGATE  HOUSE,  COLEMAN  STREET  LONDON 

EC2P 2HD, ENGLAND

（東京都中央区月島四丁目16番13号）

2,476 2.23

あいおいニッセイ同和損害保険

㈱

（常任代理人 日本マスタートラ

スト信託銀行㈱）

東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号

（東京都港区浜松町二丁目11番３号）
2,014 1.82

マルちゃん持株会 東京都港区港南二丁目13番40号 2,003 1.81

NT RE GOVT OF SPORE INVT CORP 

P. LTD

（常任代理人 香港上海銀行東京
支店）

168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER 

SINGAPORE068912

（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

1,821 1.64

㈱榎本武平商店 東京都江東区新大橋二丁目５番２号 1,659 1.50

東友会 東京都港区港南二丁目13番40号 1,590 1.43

計 ― 32,701 29.49

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

ブラックロック・ジャパン㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 4,671 4.21
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平成22年９月30日現在 

 
  

平成22年９月30日現在 

 
  

  

 
(注)  株価は、東京証券取引所（市場第一部）における市場価格であります。 

  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 

普通株式   8,654,000
― ―

(相互保有株式)
普通株式    222,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  101,195,000 101,195 ―

単元未満株式 普通株式  810,044 ― ―

発行済株式総数 110,881,044 ― ―

総株主の議決権 ― 101,195 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
東洋水産㈱

東京都港区港南 
二丁目13番40号

8,654,000 ― 8,654,000 7.80

(相互保有株式) 
仙波糖化工業㈱

栃木県真岡市並木町
二丁目１番10号

222,000 ― 222,000 0.20

計 ― 8,876,000 ― 8,876,000 8.00

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成22年 
４月 ５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 2,413 2,265 2,178 2,121 1,830 1,912

低(円) 2,231 1,963 1,948 1,862 1,616 1,705
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 
  

３ 【役員の状況】

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
取締役 佐藤 勝英 平成22年７月１日

（名古屋冷蔵部長）

取締役
取締役

山内  寛 平成22年７月１日
（九州事業部長）

取締役 取締役
三浪 博行 平成22年７月１日

（総合研究所所長） （総合研究所副所長）

取締役 取締役
吉野 廣治 平成22年７月１日

(関西事業部長・九州事業部長) （関西事業部長）

取締役 取締役
近藤 英次 平成22年７月１日

（低温食品本部長） （中京事業部長）
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平

成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結会計期

間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月

30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日か

ら平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期

連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。 

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日

をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 32,459 31,134

受取手形及び売掛金 36,716 39,004

有価証券 19,500 16,000

商品及び製品 13,517 13,218

仕掛品 381 221

原材料及び貯蔵品 3,687 3,819

繰延税金資産 2,171 1,651

その他 3,144 4,102

貸倒引当金 △511 △543

流動資産合計 111,068 108,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  44,632 ※1  46,437

機械装置及び運搬具（純額） ※1  21,866 ※1  22,419

土地 30,185 30,409

建設仮勘定 1,227 1,162

その他（純額） ※1  1,408 ※1  1,281

有形固定資産合計 99,321 101,709

無形固定資産   

のれん 46 71

その他 1,952 2,097

無形固定資産合計 1,998 2,169

投資その他の資産   

投資有価証券 13,799 14,690

繰延税金資産 1,335 1,232

その他 830 831

貸倒引当金 △1 －

投資その他の資産合計 15,962 16,754

固定資産合計 117,282 120,633

資産合計 228,350 229,242
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 18,595 18,697

短期借入金 1,780 1,714

1年内返済予定の長期借入金 52 52

未払法人税等 3,428 3,179

未払事業所税 33 68

未払消費税等 620 353

役員賞与引当金 21 173

未払費用 14,161 16,450

繰延税金負債 － 7

その他 1,874 1,241

流動負債合計 40,569 41,939

固定負債   

長期借入金 38 64

繰延税金負債 802 1,233

退職給付引当金 14,539 14,240

役員退職慰労引当金 109 111

負ののれん 601 676

資産除去債務 361 －

その他 840 689

固定負債合計 17,292 17,014

負債合計 57,861 58,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,969 18,969

資本剰余金 22,516 22,516

利益剰余金 141,566 136,951

自己株式 △8,097 △8,086

株主資本合計 174,955 170,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △215 364

繰延ヘッジ損益 △637 197

為替換算調整勘定 △13,095 △9,902

評価・換算差額等合計 △13,948 △9,340

少数株主持分 9,482 9,278

純資産合計 170,489 170,288

負債純資産合計 228,350 229,242
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 154,045 146,374

売上原価 96,580 91,510

売上総利益 57,465 54,863

販売費及び一般管理費 ※1  41,573 ※1  42,409

営業利益 15,891 12,454

営業外収益   

受取利息 223 69

受取配当金 141 182

賃貸収入 202 219

持分法による投資利益 109 19

雑収入 207 355

営業外収益合計 884 845

営業外費用   

支払利息 15 10

賃貸収入原価 32 32

為替差損 198 62

雑損失 102 65

営業外費用合計 348 170

経常利益 16,427 13,128

特別利益   

固定資産売却益 ※2  6 ※2  13

貸倒引当金戻入額 8 41

補助金収入 － 25

その他 5 8

特別利益合計 21 87

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  105 ※3  255

投資有価証券評価損 107 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 254

減損損失 177 290

その他 26 17

特別損失合計 416 826

税金等調整前四半期純利益 16,032 12,389

法人税、住民税及び事業税 5,952 5,003

法人税等調整額 △37 △128

法人税等合計 5,915 4,874

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,515

少数株主利益 457 345

四半期純利益 9,660 7,169
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 77,052 73,052

売上原価 48,441 46,037

売上総利益 28,611 27,015

販売費及び一般管理費 ※1  21,050 ※1  21,462

営業利益 7,560 5,553

営業外収益   

受取利息 93 34

受取配当金 9 15

賃貸収入 98 111

持分法による投資利益 81 3

雑収入 100 139

営業外収益合計 384 304

営業外費用   

支払利息 8 5

賃貸収入原価 17 16

為替差損 179 34

雑損失 61 29

営業外費用合計 267 85

経常利益 7,677 5,772

特別利益   

固定資産売却益 ※2  0 ※2  2

貸倒引当金戻入額 8 16

その他 0 3

特別利益合計 9 22

特別損失   

投資有価証券評価損 2 2

減損損失 177 261

固定資産除売却損 ※3  73 ※3  43

その他 2 8

特別損失合計 256 315

税金等調整前四半期純利益 7,430 5,479

法人税、住民税及び事業税 3,584 2,801

法人税等調整額 △841 △632

法人税等合計 2,742 2,169

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,309

少数株主利益 219 144

四半期純利益 4,468 3,164
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 16,032 12,389

減価償却費 3,874 5,064

減損損失 177 290

のれん償却額 24 25

負ののれん償却額 － △75

持分法による投資損益（△は益） △109 △19

投資有価証券評価損益（△は益） 107 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 254

退職給付引当金の増減額（△は減少） 335 298

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 △2

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △192 △151

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △30

受取利息及び受取配当金 △364 △251

支払利息 15 10

為替差損益（△は益） 198 62

有形固定資産除売却損益（△は益） 95 242

売上債権の増減額（△は増加） △811 2,056

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,067 △542

仕入債務の増減額（△は減少） △787 44

未払費用の増減額（△は減少） △1,317 △2,109

その他 △411 588

小計 18,913 18,153

利息及び配当金の受取額 377 250

利息の支払額 △15 △11

法人税等の支払額 △7,110 △4,390

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,164 14,002

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 △186 △1,453

定期預金の払戻による収入 140 136

有形固定資産の取得による支出 △13,804 △4,044

有形固定資産の売却による収入 92 36

投資有価証券の取得による支出 △8 △20

投資有価証券の売却による収入 7 18

貸付けによる支出 △1,033 △1,111

貸付金の回収による収入 972 994

無形固定資産の取得による支出 △58 △256

その他 △5 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,884 △5,677
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 2,032 985

短期借入金の返済による支出 △1,985 △918

長期借入金の返済による支出 △56 △26

配当金の支払額 △1,529 △2,554

少数株主への配当金の支払額 △125 △131

その他 △35 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,699 △2,694

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,915 △2,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,335 3,522

現金及び現金同等物の期首残高 49,537 46,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  44,202 ※1  50,067
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【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】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

(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。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が７百万円、経常利益が７百万円、税金等調整前四半期純

利益は262百万円減少しております。

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、127,108百万

円であります。

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、125,645百万

円であります。

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。

 

  ２  偶発債務

保証債務

支払保証債務は下記のとおりであります。

（保証先） （保証額）

従業員 112百万円

 

  ２  偶発債務

保証債務

支払保証債務は下記のとおりであります。

（保証先） （保証額）

従業員 124百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日  
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日  
  至 平成22年９月30日)

 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売促進費 21,774百万円

運賃及び保管料 9,268

退職給付費用 706

役員賞与引当金繰入額 56

役員退職慰労引当金繰入額 13
 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売促進費 22,298百万円

運賃及び保管料 9,487

退職給付費用 660

役員賞与引当金繰入額 21

役員退職慰労引当金繰入額 11

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 6百万円

その他 0

計 6

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 8

土地 1

その他 2

計 13

 

 

※３ (1) 固定資産売却損の内容は次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 0百万円

   (2) 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 57百万円

機械装置及び運搬具 46

その他 0

計 104

 

 

※３ (1) 固定資産売却損の内容は次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 0 百万円

土地 1 

その他 0

計 2

   (2) 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 15百万円

機械装置及び運搬具 235

その他 1

計 252
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日  
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日  
  至 平成22年９月30日)

 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売促進費 10,937百万円

運賃及び保管料 4,716

退職給付費用 352

役員賞与引当金繰入額 45

役員退職慰労引当金繰入額 6
 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

販売促進費 11,206百万円

運賃及び保管料 4,771

退職給付費用 331

役員賞与引当金繰入額 11

役員退職慰労引当金繰入額 5

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 0百万円

その他 0

計 0
 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1百万円

その他 0

計 2

 

※３ (1) 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 50百万円

機械装置及び運搬具 22

その他 0

計 73
 

 

※３ (1) 固定資産売却損の内容は次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 1

計 2

   (2) 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 11百万円

機械装置及び運搬具 28

その他 1

計 41

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日  
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日  
  至 平成22年９月30日)

 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 33,711百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資(有価証券)
11,000

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △509

現金及び現金同等物 44,202
 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 32,459百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資(有価証券)
19,500

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △1,891

現金及び現金同等物 50,067
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当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22

年９月30日) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

２  自己株式の種類及び株式数 

 
  

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高 

該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの 

 
  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 110,881,044

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,701,326

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 2,554 25 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月15日 
取締役会

普通株式 2,043 20 平成22年９月30日 平成22年12月６日 利益剰余金
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前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は業種、製品の種類及び取引形態により区分しております。 

２ 各事業の内容及び主要な製品の名称 

 (1) 魚介類部門………魚介 

 (2) 加工食品部門……即席麺・生麺・冷凍食品・米飯 

 (3) 冷蔵庫部門………保管・凍結 

 (4) その他部門………不動産賃貸 

３  決算時における海外子会社との取引高消去に伴う為替換算によって生じた換算差額は、営業外損益(為替差

損益)として処理しております。当第２四半期連結会計期間における営業外損益(為替差損益)のセグメント

別内訳は、「魚介類部門」が167百万円(差損)、「加工食品部門」が３百万円(差益)であります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は業種、製品の種類及び取引形態により区分しております。 

２ 各事業の内容及び主要な製品の名称 

 (1) 魚介類部門………魚介 

 (2) 加工食品部門……即席麺・生麺・冷凍食品・米飯 

 (3) 冷蔵庫部門………保管・凍結 

 (4) その他部門………不動産賃貸 

３  決算時における海外子会社との取引高消去に伴う為替換算によって生じた換算差額は、営業外損益(為替差

損益)として処理しております。当第２四半期連結累計期間における営業外損益(為替差損益)のセグメント

別内訳は、「魚介類部門」が168百万円(差損)、「加工食品部門」が３百万円(差益)であります。 

  

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

魚介類 
部門 

(百万円)

加工食品
部門 

(百万円)

冷蔵庫
部門 

(百万円)

その他
部門 

(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

8,832 63,307 3,329 1,583 77,052 ― 77,052

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

433 156 259 149 998 (998) ―

計 9,265 63,463 3,588 1,732 78,051 (998) 77,052

営業利益 180 6,954 300 152 7,588 (27) 7,560

魚介類 
部門 

(百万円)

加工食品
部門 

(百万円)

冷蔵庫
部門 

(百万円)

その他
部門 

(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

17,404 127,285 6,637 2,717 154,045 ― 154,045

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,043 275 529 298 2,147 (2,147) ―

計 18,448 127,560 7,167 3,016 156,192 (2,147) 154,045

営業利益 346 14,666 610 302 15,926 (34) 15,891
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前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分方法は、地理的近接度によっております。 

 (2) 北米区分に属する主な国又は地域は、米国・メキシコであります。 

２  決算時における海外子会社との取引高消去に伴う為替換算によって生じた換算差額は、営業外損益(為替差

損益)として処理しております。当第２四半期連結会計期間における営業外損益(為替差損益)のセグメント

別内訳は、「北米」が164百万円(差損)であります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分方法は、地理的近接度によっております。 

 (2) 北米区分に属する主な国又は地域は、米国・メキシコであります。 

２  決算時における海外子会社との取引高消去に伴う為替換算によって生じた換算差額は、営業外損益(為替差

損益)として処理しております。当第２四半期連結累計期間における営業外損益(為替差損益)のセグメント

別内訳は、「北米」が165百万円(差損)であります。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

北米
(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

63,580 13,472 77,052 ― 77,052

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,821 1,821 (1,821) ―

計 63,580 15,293 78,873 (1,821) 77,052

営業利益 4,401 3,135 7,536 23 7,560

日本 
(百万円)

北米
(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

126,465 27,579 154,045 ― 154,045

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 2,240 2,240 (2,240) ―

計 126,465 29,820 156,286 (2,240) 154,045

営業利益 9,734 6,134 15,868 23 15,891

―  25  ―



  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 国又は地域の区分方法は、地理的近接度によっております。 

 (2) 各区分に属する主な国又は地域 

   北米………………米国・メキシコ 

   その他の地域……中国・台湾・韓国 

２  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

(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。 

  

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。なお、海外即席麺事業においては海外子会社が独立した経営単位であ

り、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは事業本部及び海外子会社を基礎とした製品別地域別セグメントから構成されており、「水

産食品事業」、「海外即席麺事業」、「国内即席麺事業」、「低温食品事業」、「加工食品事業」及び「冷蔵事業」

の６つの報告セグメントとしております。 

「水産食品事業」は、水産食品の加工・販売を行っております。「海外即席麺事業」は、海外において即席麺類の

製造・販売を行っております。「国内即席麺事業」は、国内において即席麺類の製造・販売を行っております。「低

温食品事業」は、冷凍食品、チルド食品類の製造・販売を行っております。「加工食品事業」は、即席麺、冷凍食

品、チルド食品類以外の加工食品の製造・販売を行っております。「冷蔵事業」は、冷蔵倉庫による保管・凍結を行

っております。 

  

【海外売上高】

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,616 55 13,671

Ⅱ 連結売上高(百万円) 77,052

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.6 0.1 17.7

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,715 155 27,870

Ⅱ 連結売上高(百万円) 154,045

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.0 0.1 18.1

【セグメント情報】
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に弁当・惣菜事業及び不動産賃

貸事業であります。 

２  売上高の調整額393百万円は、報告セグメントと財務諸表で取引高消去の方法が異なることにより発生した

差異であります。セグメント利益の調整額△258百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△372百万円、棚卸資産の調整額28百万円、及びその他の調整額85百万円が含まれております。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。その他の調整額は、主に決算時における海外

子会社との取引高消去に伴う為替換算によって生じた換算差額であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に弁当・惣菜事業及び不動産賃

貸事業であります。 

２  売上高の調整額266百万円は、報告セグメントと財務諸表で取引高消去の方法が異なることにより発生した

差異であります。セグメント利益の調整額△45百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

160百万円、棚卸資産の調整額89百万円、及びその他の調整額25百万円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。その他の調整額は、主に決算時における海外子会

社との取引高消去に伴う為替換算によって生じた換算差額であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

水産食品
事業

海外即席
麺事業

国内即席
麺事業

低温食品
事業

加工食品
事業

冷蔵事業 計

売上高

外部顧客に 
対する売上高

15,950 23,911 43,008 33,605 9,160 6,530 132,165 13,815 145,980 393 146,374

セグメント 
利益

298 4,239 4,044 2,531 296 354 11,764 947 12,712 △258 12,454

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

水産食品
事業

海外即席
麺事業

国内即席
麺事業

低温食品
事業

加工食品
事業

冷蔵事業 計

売上高

外部顧客に 
対する売上高

7,878 12,254 20,346 17,087 4,264 3,302 65,133 7,653 72,786 266 73,052

セグメント 
利益

116 2,137 1,291 1,229 62 144 4,981 617 5,598 △45 5,553
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１  １株当たり純資産額 

  

 
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  

(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

1,575.72円 1,575.67円

項目
当第２四半期
連結会計期間末 

(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 170,489 170,288

普通株式に係る純資産額(百万円) 161,006 161,010

差額の主な内訳(百万円)

  少数株主持分 9,482 9,278

普通株式の発行済株式数(千株) 110,881 110,881

普通株式の自己株式数(千株) 8,701 8,696

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株) 102,179 102,184

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 94.78円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―円

１株当たり四半期純利益金額 70.16円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―円

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 9,660 7,169

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 9,660 7,169

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 101,923 102,181
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第２四半期連結会計期間 

  

 
  

(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

該当事項はありません。 

  

第63期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年10月15日開催の取締役会にお

いて、平成22年９月30日の 終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしま

した。 

 
  

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 43.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―円

１株当たり四半期純利益金額 30.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―円

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 4,468 3,164

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 4,468 3,164

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 101,920 102,180

(重要な後発事象)

２ 【その他】

① 配当金の総額 2,043百万円

② １株当たりの金額 20円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月６日
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成21年11月12日

東洋水産株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

洋水産株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋水産株式会社及び連結子会社の平成21

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    池    谷    修    一  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    櫻    井    紀    彰

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    川    瀬    洋    人

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



  

平成22年11月12日

東洋水産株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

洋水産株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋水産株式会社及び連結子会社の平成22

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    櫻    井    紀    彰

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士    川    瀬    洋    人

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。


	四半期報告書（第63期第2四半期）
	目次
	【表紙】
	四半期レビュー報告書

