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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 28,035 ― 614 ― 579 ― 474 ―
20年3月期第3四半期 27,084 △1.2 787 △12.5 706 △14.7 411 △23.0

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

21年3月期第3四半期 29.01 ―
20年3月期第3四半期 25.08 25.04

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

21年3月期第3四半期 20,273 8,994 44.4 549.85
20年3月期 20,814 8,684 41.7 530.78

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,994百万円 20年3月期  8,684百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  有  

[(注) 詳細は、【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

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 36,500 2.2 640 △31.4 600 △28.1 490 △3.0 29.96

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、【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） 

[(注) 詳細は、【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  17,170,964株 20年3月期  17,170,964株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  813,230株 20年3月期  810,005株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  16,360,379株 20年3月期第3四半期  16,407,547株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした米国経済の収
縮が、世界経済に波及するなか、急激な円高による輸出企業の収益悪化など、企業収益の先行きに不透明
感が強まっております。 
食品業界におきましても、原材料価格の高止まりに加え、雇用不安による消費支出の減少、「食」の安

全性に対する不信感など、厳しい経営環境が続いております。 
このような環境下、当社グループでは事故米の影響を受けながらも、コンビニエンスストア、スーパー

等との取引深耕により売上高は堅調に推移しました。 
この結果、当第３四半期の連結売上高は、280億３千５百万円となりました。 
また、利益面におきましては、原材料費の上昇が影響し、営業利益は６億１千４百万円、経常利益は５

億７千９百万円、四半期純利益は４億７千４百万円となりました。 
  

当第３四半期末の財政状態につきましては、総資産は、投資不動産の売却を主因に前連結会計年度末と
比較して５億４千１百万円減少し、202億７千３百万円となりました。また、純資産は、四半期純利益４
億７千４百万円を計上する一方で、配当金の支払１億３千９百万円等により前連結会計年度末と比較して
３億１千万円増加し、89億９千４百万円となりました。 
当第３四半期累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、

９億７千２百万円の収入となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益７億５千７百万円お
よび減価償却費５億２千８百万円等によるものであります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、２億６千３百万円の収入となりました。これは、主として投資

不動産の売却５億４千３百万円の収入によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億８千４百万円の支出となりました。これは、主として借入

れの減少によるものであります。 
この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物は、20億７千万円となりました。 

  

通期の見通しにつきましては、上述のとおり引き続き原材料価格高止まりの影響を受け、売上高は365
億円(対前期増減率2.2％増)、営業利益６億４千万円(対前期増減率31.4％減)、経常利益６億万円(対前期
増減率28.1％減)、当期純利益４億９千万円(対前期増減率3.0％減)を見込んでおります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

 法人税等および繰延税金資産の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度において使用した
将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成19年３月14日企業会計基準第12号)
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成19年３月14日企業
会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「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 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、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額につ
いては評価額の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

・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

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

シノブフーズ㈱ (2903) 平成21年３月期第３四半期決算短信

2



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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,150,358 1,919,121

売掛金 3,536,788 3,552,394

商品 3,749 3,767

製品 20,172 20,172

原材料 200,243 171,682

その他 666,647 631,874

貸倒引当金 △12,430 △16,090

流動資産合計 6,565,530 6,282,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,572,758 3,707,805

土地 6,342,548 6,342,548

その他 1,275,057 1,351,531

有形固定資産合計 11,190,364 11,401,885

無形固定資産合計 93,554 88,557

投資その他の資産   

投資不動産 783,373 1,123,874

その他 1,720,248 1,961,963

貸倒引当金 △79,960 △44,840

投資その他の資産合計 2,423,661 3,040,997

固定資産合計 13,707,580 14,531,440

資産合計 20,273,110 20,814,362

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,627,628 2,494,106

短期借入金 3,326,619 3,736,088

未払金 1,400,588 1,354,390

未払法人税等 117,073 45,010

賞与引当金 106,830 242,100

その他 289,030 268,410

流動負債合計 7,867,769 8,140,105

固定負債   

長期借入金 2,608,430 3,144,082

退職給付引当金 301,831 309,058

役員退職慰労引当金 425,260 423,595

その他 75,523 113,375

固定負債合計 3,411,046 3,990,112

負債合計 11,278,816 12,130,217
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,693,422 4,693,422

資本剰余金 4,213,227 4,213,186

利益剰余金 208,392 △127,080

自己株式 △145,735 △145,103

株主資本合計 8,969,306 8,634,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,987 49,721

評価・換算差額等合計 24,987 49,721

純資産合計 8,994,293 8,684,145

負債純資産合計 20,273,110 20,814,362

シノブフーズ㈱ (2903) 平成21年３月期第３四半期決算短信

4



 (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）

当第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) 

売上高 28,035,816

売上原価 22,131,809

売上総利益 5,904,007

販売費及び一般管理費 5,289,048

営業利益 614,959

営業外収益  

受取利息 245

受取配当金 4,555

受取賃貸料 118,853

その他 26,813

営業外収益合計 150,467

営業外費用  

支払利息 79,692

不動産賃貸原価 103,270

その他 3,412

営業外費用合計 186,374

経常利益 579,051

特別利益  

固定資産売却益 207,488

特別利益合計 207,488

特別損失  

貸倒引当金繰入額 28,723

その他 150

特別損失合計 28,873

税金等調整前四半期純利益 757,666

法人税、住民税及び事業税 115,386

法人税等調整額 167,739

法人税等合計 283,125

四半期純利益 474,540
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  【第３四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 8,940,029

売上原価 7,082,513

売上総利益 1,857,516

販売費及び一般管理費 1,744,450

営業利益 113,066

営業外収益  

受取利息 147

受取配当金 1,182

受取賃貸料 20,934

その他 10,422

営業外収益合計 32,687

営業外費用  

支払利息 23,635

不動産賃貸原価 5,007

その他 894

営業外費用合計 29,536

経常利益 116,217

特別利益  

固定資産売却益 △0

貸倒引当金戻入額 5,158

特別利益合計 5,158

税金等調整前四半期純利益 121,375

法人税、住民税及び事業税 9,119

法人税等調整額 8,379

法人税等合計 17,498

四半期純利益 103,877
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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）

当第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) 

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 757,666

減価償却費 528,358

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △135,270

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,226

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,664

受取利息及び受取配当金 △4,801

支払利息 79,692

固定資産売却損益（△は益） △207,488

売上債権の増減額（△は増加） 15,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,605

仕入債務の増減額（△は減少） 133,521

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,236

その他の資産の増減額（△は増加） △107,539

その他の負債の増減額（△は減少） 72,874

小計 1,073,676

利息及び配当金の受取額 4,671

利息の支払額 △74,675

法人税等の支払額 △30,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 972,708

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 △80,000

有形固定資産の取得による支出 △291,658

無形固定資産の取得による支出 △23,858

投資有価証券の取得による支出 △1,049

投資有価証券の売却による収入 729

投資不動産の売却による収入 543,660

貸付けによる支出 △600

貸付金の回収による収入 1,530

その他の収入 △9,870

その他の支出 124,425

投資活動によるキャッシュ・フロー 263,308

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 1,550,000

短期借入金の返済による支出 △2,300,000

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,395,121

自己株式の取得による支出 △591

配当金の支払額 △139,067

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,084,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,236

現金及び現金同等物の期首残高 1,919,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,070,358
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  
 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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「参考」

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期  別 前第３四半期連結累計期間

自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日

科  目 金額

Ⅰ 売上高 27,084,782

Ⅱ 売上原価 21,152,602

売上総利益 5,932,179

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,144,867

営業利益 787,312

Ⅳ 営業外収益 180,351

1 受取利息配当金 2,609

2 受取賃貸料 145,071

3 その他 32,671

Ⅴ 営業外費用 260,668

1 支払利息 97,966

2 賃貸物件関連費用 159,417

3 その他 3,284

経常利益 706,995

Ⅵ 特別損失 399,782

役員退職慰労金 399,782

税金等調整前四半期純利益 307,213

税金費用 △ 104,221

四半期純利益 411,434

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

期 別 前第３四半期連結累計期間

自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日

 科 目 金額

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期(当期)純利益 307,213

2 減価償却費 589,114

3 貸倒引当金の増加額 160

4 賞与引当金の増減額(減少：△) △ 89,980

5 退職給付引当金の減少額 △ 10,264

6 役員退職慰労引当金の増加額 417,202

7 受取利息及び受取配当金 △ 2,609

8 支払利息 97,966

9 売上債権の増加額 △ 230,286

10 たな卸資産の増加額 △ 35,692

11 仕入債務の増減額(減少：△) 259,807

12 未払消費税等の増減額(減少：△) 41,073

13 その他の資産の増加額 △ 144,452

14 その他の負債の増加額 79,283

小計 1,278,536

15 利息及び配当金の受取額 2,604

16 利息の支払額 △ 91,699

17 法人税等の支払額 △ 63,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,125,970

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得による支出 △ 357,613

3 無形固定資産の取得による支出 △ 30,945

4 投資有価証券の取得による支出 △ 1,138

5 長期貸付による支出 △ 4,500

6 貸付金の回収による収入 3,100

7 その他の投資等による支出 △ 8,703

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 399,802

Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入れによる収入 2,200,000

2 短期借入金の返済による支出 △ 2,275,000

3 長期借入れによる収入 600,000

4 長期借入金の返済による支出 △ 778,676

5 自己株式の取得及び売却による収支(支出:△) △ 13,778

6 配当金の支払額 △ 82,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 349,538

Ⅳ. 現金及び現金同等物の増加額 376,629

Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高 2,360,028

Ⅵ. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,736,658

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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