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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53期
第２四半期
累計期間

第54期
第２四半期
累計期間

第53期
第２四半期
会計期間

第54期
第２四半期
会計期間

第53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） 11,722 11,305 5,835 5,720 22,328

経常利益（百万円） 1,594 1,562 776 749 2,723

四半期（当期）純利益（百万円） 926 864 451 419 1,539

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － － － －

資本金（百万円） － － 2,160 2,160 2,160

発行済株式総数（千株） － － 9,400 9,400 9,400

純資産額（百万円） － － 15,819 16,661 16,483

総資産額（百万円） － － 21,090 22,271 21,490

１株当たり純資産額（円） － － 1,682.961,772.571,753.57

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
98.54 91.99 47.99 44.66 163.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － － 65

自己資本比率（％） － － 75.0 74.8 76.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,848 1,021 － － 5,505

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△90 △862 － － △323

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△468 △605 － － △469

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 4,828 5,804 6,251

従業員数（人） － － 273 272 271

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等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）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人）  272

（注）従業員数は就業人員であり、アルバイト、非常勤嘱託は含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第２四半期会計期間の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。

セグメントの名称
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同期比（％）

ごま油（トン） 11,615 －

内訳   

（ごま油（トン）） （6,409） （－）

（脱脂ごま（トン）） （5,206） （－）

食品ごま（トン） 2,229 －

合計（トン） 13,845 －

（注）１.ごま油生産数量には、輸入原料油、脱脂ごまを含みます。

２.ごま油生産数量は、生産内容が異なるため内訳を記載しております。

(2）商品仕入実績

当第２四半期会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同期比（％）

その他（百万円） 1 －

合計（百万円） 1 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当社は受注生産は行っておりません。

(4）販売実績

当第２四半期会計期間の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。

セグメントの名称
当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同期比（％）

ごま油（百万円） 4,714 －

食品ごま（百万円） 1,005 －

報告セグメント計（百万円） 5,719 －

その他（百万円） 1 －

合計（百万円） 5,720 －

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第２四半期会計期間及び当第２四半期会計期間における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は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三井物産㈱ 2,525 43.3 2,492 43.6

三菱商事㈱ 837 14.3 826 14.4

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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。　

　

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

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）業績の状況

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、猛暑効果や政策効果もあり第１四半期会計期間に引き続き日銀

短観の業況判断も改善しました。ただ、今後は猛暑効果や政策効果が一巡すると見られること等から、依然として

雇用不安、消費の低迷などの厳しい状況が続いております。

食品業界におきましても、景気デフレ下、消費者の節約志向、買い控え等の動きが一層広がっており、需要の顕

著な回復は見られません。

このような状況下、当社はドルベース原料価格の変動に対し、漸次販売価格の是正を行っており、原料価格の高

騰から大幅な製品価格値上げとなったことで落ち込んだ数量の回復が進まなかった前年同期に比べ、ごま油の販

売数量は13.2％増となりましたが、製品価格値下げや食品ごまの落ち込みをカバーすることは出来ず、売上高は

全体で前年同期比1.9％減となりました。

コスト面では、原料供給がタイトになるとの予測から、余裕を見た数量を確保していた前年同期に比べ、保管量

が減少したことによる減少要因はあったものの、前期末にごま油充填設備を更新したことによる減価償却負担の

増加等により、製造経費は前年同期比0.1％増となりましたが、円高が進んでいることと一昨年高騰した原料購入

価格の影響が小さくなったことにより、原材料払出単価が前年同期を下回り、売上原価は前年同期比6.3％減とな

りました。

一方、販売費及び一般管理費は、販売数量を確保するため販促費が増加したこと等により、販売経費は前年同期

比6.1％増となったものの、引続き厳正なコスト管理を行った結果、全体では前年同期比5.0％増となりました。

この結果、売上高は、5,720百万円（前年同期比114百万円減）、経常利益は749百万円（前期同期比26百万円

減）、四半期純利益は419百万円（前年同期比31百万円減）となりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ごま油事業

ごま油事業におきましては、国内では需要の顕著な回復は見られないものの、前期はリーマンショックにより

急激に悪化していた北米市場は徐々に回復をみせております。

また、一昨年高騰した原料購入価格は落ち着いた状況が続いております。

こうした環境下において、当社は原料価格の低下に合わせ販売価格を是正したり、テレビコマーシャルを実施

する等、販売数量を確保するための対策を実施しております。

以上の結果、売上高は4,714百万円、セグメント利益は641百万円となりました。

②食品ごま事業

食品ごま事業におきましても、景気デフレ下、消費者の節約志向、買い控え等の動きが一層広がっており、需要

の顕著な回復は見られません。

また、一昨年高騰した原料購入価格は落ち着いた状況が続いております。

こうした環境下において、当社は原料価格の低下に合わせ販売価格を是正したり、製品のリニューアルを実施

する等、販売数量を確保するための対策を実施しております。

以上の結果、売上高は1,005百万円、セグメント利益は161百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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。）の残高は、前四半期会計期間

末に比べ498百万円増加し、5,804百万円となりました。

なお、当第２四半期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）

当第２四半期会計期間において営業活動の結果獲得した資金は754百万円（前年同期比1,525百万円減）とな

りました。これは税引前四半期純利益が734百万円（前年同期比38百万円減）あり、たな卸資産が910百万円増加

（前年同期比1,510百万円減）などの減少要因はあったものの、仕入債務が655百万円増加（前年同期比221百万

円増）、未払金が56百万円増加（前年同期比66百万円減）、減価償却を161百万円（前年同期比19百万円増）行う

などの増加要因により、資金が増加したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は164百万円（前年同期比139百万円増）となり

ました。これは有形固定資産等の取得による支出が92百万円（前年同期比15百万円増）、投資有価証券の取得に

よる支出が57百万円（前年同期比56百万円増）あったこと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）

当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は90百万円（前年同期比9百万円増）となりまし

た。これは配当金の支払いによるものであります。

 

(3）業務上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

当第２四半期会計期間における研究開発活動の金額は、12百万円であります。

なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

①　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設について完

了したものは、次のとおりであります。

前四半期会計期間末に計画しておりました小豆島工場の施設課建屋新設については、平成22年７月に完

了しております。

前四半期会計期間末に計画しておりました本社他の販売配給設備については、平成22年８月に完了して

おります。

　

②　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の拡充、改修、除

却等について、重要な変更はありません。

　

③　当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定年月 完成後
の増加
能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

小豆島工場

(香川県小豆郡)

ごま油

食品ごま
廃水処理設備 35 － 自己資金

平成23年

１月

平成23年

３月
－
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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 16,000,000

計 16,000,000

 

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
9,400,000 同左

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。

計 9,400,000 同左 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（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】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（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
（株）

発行済株式総
数残高（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７月１日

～

平成22年９月30日

－ 9,400,000 － 2,160 － 3,082
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（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

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
（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３－１ 2,575.8 27.40

三井物産株式会社

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区大手町一丁目２－１

（東京都中央区晴海一丁目８－12晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワー

  Ｚ棟）

2,100 22.34

小澤物産株式会社 東京都品川区西五反田八丁目３－16 1,551 16.50

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目５－１ 300 3.19

国分株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１－１ 300 3.19

日清食品ホールディングス株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目１－１ 300 3.19

株式会社Ｊ－オイルミルズ 東京都中央区明石町８－１ 100 1.06

日本山村硝子株式会社 兵庫県尼崎市西向島町15－１ 100 1.06

かどや製油従業員持株会 東京都品川区西五反田八丁目２－８ 86.4 0.91

エバラ食品工業株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁目５－15 50 0.53

キユーピー株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目４－13 50 0.53

計 － 7,513.2 79.92
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

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） 普通株式　100 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

9,399,600
93,996

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式で

あり、単元株式数は100株であ

ります。

単元未満株式 普通株式　300 － －

発行済株式総数 9,400,000 － －

総株主の議決権 － 93,996 －

 

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

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(％)

かどや製油株式会社
東京都品川区西五反田

八丁目２－８
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

 

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 1,788 1,780 1,750 1,815 1,766 1,750

最低（円） 1,731 1,669 1,680 1,698 1,670 1,693

（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。 

　

　

３【役員の状況】

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。

(1）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 　 篠原　光則 平成22年９月30日

　

(2）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

専務執行役員
経営企画部長

取締役

専務執行役員
－ 水戸　優 平成22年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」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、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（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、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　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）に係る四半期財務諸

表並びに当第２四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期

レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,819 6,266

受取手形及び売掛金 4,816 4,436

商品及び製品 830 981

仕掛品 653 788

原材料及び貯蔵品 2,921 1,622

その他 341 380

流動資産合計 15,381 14,475

固定資産

有形固定資産 ※1
 5,367

※1
 5,492

無形固定資産 20 33

投資その他の資産 ※2
 1,501

※2
 1,490

固定資産合計 6,889 7,015

資産合計 22,271 21,490

負債の部

流動負債

買掛金 2,862 1,301

未払法人税等 677 764

賞与引当金 210 172

役員賞与引当金 28 71

その他 1,066 1,998

流動負債合計 4,846 4,307

固定負債

長期未払金 47 77

退職給付引当金 646 622

資産除去債務 69 －

固定負債合計 763 699

負債合計 5,609 5,007

純資産の部

株主資本

資本金 2,160 2,160

資本剰余金 3,082 3,082

利益剰余金 11,425 11,171

自己株式 △0 △0

株主資本合計 16,668 16,414

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 41

繰延ヘッジ損益 △6 27

評価・換算差額等合計 △6 69

純資産合計 16,661 16,483

負債純資産合計 22,271 21,490
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(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 11,722 11,305

売上原価 7,193 6,529

売上総利益 4,528 4,775

販売費及び一般管理費 ※1
 2,968

※1
 3,187

営業利益 1,559 1,588

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 8 9

為替差益 23 －

雑収入 5 5

営業外収益合計 40 17

営業外費用

支払手数料 3 3

為替差損 － 36

雑損失 2 2

営業外費用合計 5 42

経常利益 1,594 1,562

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 0

固定資産売却益 0 －

保険差益 － 1

特別利益合計 0 2

特別損失

固定資産除売却損 3 21

固定資産圧縮損 － 1

投資有価証券償還損 2 －

会員権評価損 － 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31

特別損失合計 5 66

税引前四半期純利益 1,589 1,498

法人税、住民税及び事業税 695 667

法人税等調整額 △32 △33

法人税等合計 663 634

四半期純利益 926 864
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【第２四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(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 5,835 5,720

売上原価 3,446 3,227

売上総利益 2,388 2,493

販売費及び一般管理費 ※1
 1,608

※1
 1,689

営業利益 780 803

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 0 0

雑収入 2 3

営業外収益合計 4 4

営業外費用

支払手数料 1 1

為替差損 4 54

雑損失 2 2

営業外費用合計 7 58

経常利益 776 749

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 0

保険差益 － 1

特別利益合計 0 2

特別損失

固定資産除売却損 2 5

固定資産圧縮損 － 1

投資有価証券償還損 2 －

会員権評価損 － 10

特別損失合計 4 17

税引前四半期純利益 773 734

法人税、住民税及び事業税 408 386

法人税等調整額 △86 △71

法人税等合計 321 314

四半期純利益 451 419
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 1,589 1,498

減価償却費 287 325

その他の償却額 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 37

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △10 △12

支払手数料 3 3

投資有価証券償還損益（△は益） 2 －

為替差損益（△は益） － 1

会員権評価損 － 10

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31

固定資産圧縮損 － 1

補助金収入 － △0

保険差益 － △1

売上債権の増減額（△は増加） △137 △379

破産更生債権等の増減額（△は増加） 0 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,645 △1,013

前払費用の増減額（△は増加） 5 △7

未収入金の増減額（△は増加） △0 0

その他の資産の増減額（△は増加） △8 25

仕入債務の増減額（△は減少） 1,020 1,561

未払金の増減額（△は減少） △16 △90

未払費用の増減額（△は減少） 5 4

未払消費税等の増減額（△は減少） 94 △237

その他の負債の増減額（△は減少） △14 △33

小計 4,411 1,729

利息及び配当金の受取額 10 36

支払手数料の支払額 － △2

補助金の受取額 － 0

保険金の受取額 － 3

法人税等の支払額 △572 △745

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,848 1,021
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（単位：百万円）

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

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

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 △140 △786

無形固定資産の取得による支出 △0 －

有形固定資産の売却による収入 0 0

有形固定資産の除却による支出 △2 △18

投資有価証券の償還による収入 52 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △59

貸付けによる支出 － △0

貸付金の回収による収入 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △90 △862

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △468 △605

財務活動によるキャッシュ・フロー △468 △605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,289 △447

現金及び現金同等物の期首残高 1,539 6,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,828

※1
 5,804
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【四半期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 資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期会計期間より、「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２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は1百万円、税引前

四半期純利益は33百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始によ

る資産除去債務の変動額は68百万円であります。

 

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、7,233百万円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、6,994百万円であ

ります。

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 76百万円 投資その他の資産 77百万円

 

　

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（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。

※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 1,118百万円

賞与引当金繰入額 101百万円

役員賞与引当金繰入額 21百万円

役員退職慰労引当金繰入額 1百万円

販売促進費 1,246百万円

賞与引当金繰入額 104百万円

役員賞与引当金繰入額 28百万円

  

 

前第２四半期会計期間
（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。

※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 617百万円

賞与引当金繰入額 50百万円

役員賞与引当金繰入額 10百万円

販売促進費 672百万円

賞与引当金繰入額 52百万円

役員賞与引当金繰入額 17百万円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（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貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在）

※１． 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 4,843百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
15百万円

現金及び現金同等物 4,828百万円

現金及び預金勘定 5,819百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
15百万円

現金及び現金同等物 5,804百万円

 

　

（株主資本等関係）

EDINET提出書類

かどや製油株式会社(E00433)

四半期報告書

17/23



当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（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

　普通株式　　　9,400千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　124株　

 

３．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（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24日

定時株主総会
普通株式 610 65平成22年３月31日平成22年６月25日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自平成22年

７月１日　至平成22年９月30日）

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。

当社は、製品の区分別のセグメントから構成されており、「ごま油事業」及び「食品ごま事業」の２つを報告セ

グメントとしております。

「ごま油事業」は、家庭用及び業務用のごま油やごま油の副生成物である脱脂ごま等の製造及び販売を行って

おります。「食品ごま事業」は、家庭用及び業務用のいりごまやねりごま等の製造及び販売を行っております。

　

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状況

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント その他

（注）
合計

ごま油 食品ごま 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 9,254 2,047 11,302 3 11,305

計 9,254 2,047 11,302 3 11,305

セグメント利益 1,247 340 1,587 0 1,588

　

当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

（単位：百万円）

　
報告セグメント その他

（注）
合計

ごま油 食品ごま 計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,714 1,005 5,719 1 5,720

計 4,714 1,005 5,719 1 5,720

セグメント利益 641 161 802 0 803

（注）１.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

　当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,587

「その他」の区分の利益 0

四半期損益計算書の営業利益 1,588
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当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 802

「その他」の区分の利益 0

四半期損益計算書の営業利益 803

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(追加情報）

第１四半期会計期間より、「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株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,772.57円 １株当たり純資産額 1,753.57円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期累計期間
（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 98.54円 １株当たり四半期純利益金額 91.99円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

 　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（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）

四半期純利益（百万円） 926 864

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 926 864

期中平均株式数（千株） 9,399 9,399

 

前第２四半期会計期間
（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 47.99円 １株当たり四半期純利益金額 44.66円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

 　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期会計期間
（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）

四半期純利益（百万円） 451 419

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 451 419

期中平均株式数（千株） 9,399 9,399

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

  平成21年11月５日 

か ど や 製 油 株 式 会 社   

 

　 取　 締　 役　 会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 公認会計士 松野　雄一郎　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 公認会計士 吉村　孝郎　　　印

 

　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」に掲げられているかどや製油株式会社

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第53期事業年度の第２四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、かどや製油株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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

 
 
（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　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

  平成22年11月５日 

か ど や 製 油 株 式 会 社   

 

　 取　 締　 役　 会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 公認会計士 松野　雄一郎　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 公認会計士 吉村　孝郎　　　印

 

　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」に掲げられているかどや製油株式会社

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第54期事業年度の第２四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、かどや製油株式会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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

 
 
（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　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 　

EDINET提出書類

かどや製油株式会社(E00433)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	（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
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間
	第２四半期会計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

