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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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1四半期 15,958 ― 481 ― 560 ― 301 ―

20年3月期第1四半期 15,411 △1.1 466 △15.0 498 △16.9 279 △13.9

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1四半期 9.18 ―

20年3月期第1四半期 8.49 ―

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1四半期 42,137 25,766 60.5 776.28
20年3月期 41,440 25,562 60.9 769.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  25,473百万円 20年3月期  25,243百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

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 31,400 ― 830 ― 900 ― 480 ― 14.63
通期 63,200 2.1 1,910 8.5 2,060 5.2 1,000 △11.6 30.48

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．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．上記の業績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異なる場合があり
ます。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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1四半期  33,171,087株 20年3月期  33,171,087株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  356,728株 20年3月期  357,443株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  32,814,599株 20年3月期第1四半期  32,955,961株
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【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 
 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油・穀物等の資源価格高騰が企業収益や個人

消費を圧迫する中、景気への不透明感が強まってまいりました。 
  こうした中、当社グループを取り巻く関連業界も厳しい経営環境下に置かれました。 

食品部門に於ける主要得意先である製パン業界は、小麦粉・油脂類・乳製品等のコストアップによ

り昨年末に続き５月にもパン類の価格改定を実施し、消費減少が懸念されております。 
また、バイオ部門の主要得意先である医薬品業界は、業界再編が進み製薬企業の研究開発施設の統

廃合や外資系製薬企業の研究部署の日本からの撤退等の影響が依然残り、ラボラトリーアニマルサイ

エンス事業に大きな影響を与えております。 
このような状況下で当社グループは、食品・バイオの両部門ともに、生産性の向上と研究・開発体

制の強化、並びに新製品開発などを推進してまいりました。しかしながら、原油や穀物相場の高騰等

に伴うエネルギー費や原材料費の急激な上昇は、価格改定等のコスト吸収努力の限界を超え、収益を

圧迫する大きな要因となっております。 

当第１四半期連結会計期間の売上高は拡販や主要製品の価格改定効果もあって 159 億 58 百万円、経

常利益は 5億 60 百万円、四半期純利益は 3億１百万円となりました。 

 
部門別の業績は以下のとおりであります。 
（食品部門） 
 昨年１０月に竣工しました埼玉の新工場棟で製造しております油脂加工品や総菜・ミネラル酵母

などの出荷は好調でしたが、イーストやパン品質改良剤等はパン類の消費減少が影響し出荷減とな

りました。 
その結果、全体として売上高は 121 億 73 百万円となりましたが、営業利益は 3 億 74 百万円と低

迷しました。 
（バイオ部門） 

バイオサイエンス事業は海外向けに生化学分野の製品が伸張するとともに、国内向けは診断薬原

料が好調に推移しました。更に、培地などの研究用試薬も好調でした。 
一方、ラボラトリーアニマルサイエンス事業を担うライフサイエンス部は、実験動物や研究支援

事業を中心に受注が減少したことで出荷は低調に推移しました。 
その結果、全体として売上高は 37 億 85 百万円、営業利益は 1 億 6 百万円となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 

当第１四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。 

  流動資産は 222 億 43 百万円で主に有価証券及びたな卸資産が増加したことにより、前連結会計年

度末に比べ 6 億 48 百万円増加しました。固定資産は 198 億 93 百万円で前連結会計年度末に比べ 48

百万円増加しました。この結果、総資産は 421 億 37 百万円で前連結会計年度末に比べ 6億 96 百万円

増加しました。また、流動負債は 121 億 78 百万円で買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比

べ 10 億 13 百万円増加しました。固定負債は 41 億 92 百万円で主に長期借入金の減少により、前連結
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会計年度末に比べ 5億 21 百万円減少しました。この結果、負債は合計 163 億 70 百万円で前連結会計

年度末に比べ 4 億 92 百万円増加しました。純資産は、第 1 四半期純利益による増加と配当金の支払

及びその他有価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末に比べ 2億 4百万円増加し 257 億 66

百万円となりました。 

 

  次に、当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・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・フローは、13 億 90 百万円の増加となりました。これは、税金等調整

前四半期純利益が 5億 48 百万円、減価償却費が 5億 18 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・フローは、3億 82 百万円の減少となりました。これは、生産体制の合

理化を主とした設備資金の支出 3億 62 百万円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、8億 20 百万円の減少となりました。これは、財務体質改善

のため長期借入金を 6 億 1 百万円返済したこと及び配当金の支払 1 億 96 百万円等の支出によるもの

であります。 

  以上の結果、現金及び現金同等物の第 1四半期末残高は、51 億 5百万円となりました。 
  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

（食品部門） 

Ｒ＆Ｄ及びプレゼンテーションの場としてのＰ＆Ｂセンターの更なる活用を図り、製パン・製菓

業界向けのみならずそれ以外の業界につきましても新製品の開発を進め、出荷の伸長を図ってまい

ります。特に製パン業界に対しましては、イースト・改良剤・発酵液をセットにした新製品提案を

行うとともに、最近の穀物・油脂相場の一段の高騰を踏まえて適時・適切に主要製品の価格改定も

進め、収益改善を図ってまいります。また、生産管理の徹底、並びにトレーサビリティーシステム

の強化による品質管理の更なるレベルアップを図ってまいります。更には、本年２月より営業を開

始しました東酵（上海）商貿有限公司を通じて、中国市場を中心に東アジアの製パン業界へも拡販

してまいります。 

（バイオ部門） 

バイオサイエンス部は、生化学・免疫製品を中心に組換え技術を用いた新製品の上市を促進し、

併せて海外での拡販も推進してまいります。また、昨年稼働しました長浜ライフサイエンスラボラ

トリー棟における、食品・動物を中心とした分析事業の業容を拡大してまいります。更には、海外

子会社３社を活用して生化学・免疫製品等の欧米や新興国などへの拡販を、積極的に図ってまいり

ます。 

ライフサイエンス部は、遺伝子をキーワードに実験動物と生化学・免疫技術の融合による新市場

を形成してまいります。また、今後予想されるコストアップを踏まえ、適時・適切に主要製品の価

格改定を進めてまいります。 
こうした新製品上市の促進や新規市場の開拓、及び新規事業展開の加速とコスト吸収策の推進等

により、バイオ部門の業績向上を図ってまいります。 
 
連結業績予想につきましては、平成２０年５月１２日に発表いたしました「平成２０年３月期決

算短信」に記載の業績予想に変更はございません。 
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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） 
      連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 
      なお、当第１四半期からＯＹＣ ＥＵ Ｂ．Ｖ．及び東酵（上海）商貿有限公司の２社を

連結の範囲に含めております。 
 
  （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  
     （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第１９項の規定に

より、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第１２項（法定実効税率を

使用する方法）に準じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

 
  （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 
    ①会計基準等の改正に伴う変更 
     １．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 平

成１９年３月１４日）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 平成１９年３月１４日）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。 
     ２．当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成１８年７月５日）を適用しております。これに伴い、たな卸資産の評価基準及

び評価方法を、製品及び仕掛品については主として総平均法による原価法から主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）に、商品、原材料及び貯蔵品については主として移動平均法による原価法から主とし

て移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）にそれぞれ変更しております。 
       この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益がそれぞれ１５百万円減少しております。 
     ３．当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取り扱い」（実務対応報告第１８号 平成１８年５月１７日）を適用してお

ります。なお、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、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。 
 
    ②①以外の変更 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号

（平成５年６月１７日（企業会計審議会第一部会）、平成１９年３月３０日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号（平成６年１月１

８日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成１９年３月３０日改正））が平成２０年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表より適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準を適用し、通常
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の売買処理に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。なお、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、

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。 
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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20年６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20年３月31日）

資産の部　

流動資産

２，７１７　 ２，９７９　

１２，１７３　 １２，２４５　

２，４９７　 １，９９９　

１，１５９　 １，０２３　

１，３４３　 １，２４４　

６２７　 ５９５　

７８８　 ７１７　

４１０　 ３２６　

５６２　 ５０７　

△３７　 △４３　

流動資産合計 ２２，２４３　 ２１，５９５　

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ７，１１３　 ７，０１１　

その他 ７，４０２　 ７，４６５　

有形固定資産合計 １４，５１５　 １４，４７７　

無形固定資産 ５８１　 ６３８　

投資その他の資産

投資有価証券 ３，７６７　 ３，５８３　

その他 １，０８０　 １，１９３　

貸倒引当金 △５１　 △４７　

 投資その他の資産合計 ４，７９６　 ４，７２９　

固定資産合計 １９，８９３　 １９，８４５　

４２，１３７　 ４１，４４０　

貸倒引当金

その他

仕掛品

製品

半製品

原材料

現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品

資産合計
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

（平成20年６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20年３月31日）

負債の部　

流動負債

支払手形及び買掛金 ８，３８６　 ７，６８０　

短期借入金 ２００　 ３０９　

未払法人税等 １０１　 １１１　

役員賞与引当金 １０　 ４３　

その他 ３，４７９　 ３，０１８　

流動負債合計 １２，１７８　 １１，１６４　

固定負債

長期借入金 －　 ４９２　

退職給付引当金 ３，１４７　 ３，１２６　

役員退職慰労引当金 ２３９　 ２８５　

その他 ８０４　 ８０９　

固定負債合計 ４，１９２　 ４，７１３　

１６，３７０　 １５，８７７　

純資産の部　

資本金 ２，６１７　 ２，６１７　

資本剰余金 １，８８６　 １，８８６　

利益剰余金 ２０，４９３　 ２０，３８８　

自己株式 △２２７　 △２２７　

株主資本合計 ２４，７７０　 ２４，６６５　

その他有価証券評価差額金 ７１２　 ５７６　

為替換算調整勘定 △９　 ０　

評価 ・ 換算差額等合計 ７０２　 ５７７　

２９３　 ３１９　

２５，７６６　 ２５，５６２　

４２，１３７　 ４１，４４０　

純資産合計

株主資本

負債合計

負債純資産合計

評価・換算差額等

少数株主持分

- 7 -



オリエンタル酵母工業㈱（2891）平成21年3月期 第1四半期決算短信

（２）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
自 　平成20年４月１日
至 　平成20年６月30日

　売上高 １５，９５８　

　売上原価 １２，４３７　

  売上総利益 ３，５２１　

　販売費及び一般管理費 ３，０４０　

　営業利益 ４８１　

　営業外収益

受取利息 ５　

受取配当金 １４　

持分法による投資利益 １８　

その他 ５２　

営業外収益計 ９１　

　営業外費用

支払利息 ２　

その他 １０　

営業外費用計 １３　

　経常利益 ５６０　

　特別損失

固定資産除却損 １１　

特別損失計 １１　

　税金等調整前四半期純利益 ５４８　

　法人税、住民税及び事業税 ２３５　

　少数株主利益 １２　

　四半期純利益 ３０１　
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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）

当第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月　１日
至　平成20年６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 ５４８　

　　　減価償却費 ５１８　

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △１　

　　　退職給付引当金の増減額（△は減少） ２１　

　　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △４５　

　　　受取利息及び受取配当金 △２０　

　　　支払利息 ２　

　　　持分法による投資損益（△は益） △１８　

　　　投資有価証券売却損益（△は益） △１　

　　　有形固定資産除却損 １１　

　　　売上債権の増減額（△は増加） ５２　

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） △４２７　

　　　仕入債務の増減額（△は減少） ８７２　

　　　未払消費税等の増減額（△は減少） ５３　

　　　その他 ４０　

　　　小　計 １，６０６　

　　　利息及び配当金の受取額 ３４　

　　　利息の支払額 △３　

　　　法人税等の支払額 △２４７　

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー １，３９０　

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 △１００　

　　　定期預金の払戻による収入 １００　

　　　有形固定資産の取得による支出 △３６２　

　　　無形固定資産の取得による支出 △１９　

　　　投資有価証券の取得による支出 △１　

　　　投資有価証券の売却による収入 ３　

　　　その他の投資等の増加による支出 △８　

　　　その他の投資等の減少による収入 １５　

　　　その他 △９　

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △３８２　

財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　長期借入金の返済による支出 △６０１　

　　　配当金の支払額 △１９６　

　　　自己株式の売却による収入 １　

　　　自己株式の取得による支出 △１　

　　　少数株主への配当金の支払額 △２２　

　　　その他 △０　

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △８２０　

現金及び現金同等物に係る換算差額 △１６　

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） １７０　

現金及び現金同等物の期首残高 ４，８６８　

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ６６　

現金及び現金同等物の四半期末残高 ５，１０５　

）（
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自　平成２０年４月１日 至 平成２０年６月３０日）
　該当事項はありません。

（５）　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成２０年４月１日　至　平成２０年６月３０日） （単位：百万円）

食品部門 バイオ部門 計
消去又は
全社

連結

　売　上　高

  (1)外部顧客に対する売上高 １２，１７３　 ３，７８５　 １５，９５８　 －　 １５，９５８

  (2)セグメント間の

　　  内部売上高又は振替高 ２０　 １　 ２１　 （２１）　 －　

　　  計 １２，１９３　 ３，７８６　 １５，９８０　 （２１）　 １５，９５８

 営業利益 ３７４　 １０６　 ４８１　 －　 ４８１　

(注)１．事業区分の方法

　　　　　当社企業集団の事業区分は、製品の種類及び販売市場に応じて、食品部門、バイオ部門

　　　　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

事業区分 主　　　　要　　　　製　　　　品

食 品 部 門 イースト、ドライイースト、フラワーペースト、カスタード、油脂加工品、

マヨネーズ･ドレッシング、粉末かんすい、総菜(調理フィリング)、ベーキングパウダー、

パン品質改良剤、パン種、発酵風味液、酵母機能利用製品、健康補助食品

バ イ オ 部 門 生化学製品･免疫製品、バイオニュートリショナル製品(酵母エキス･組織培養用培地)、

ラボラトリーアニマルサイエンス(各種受託業務･実験動物用飼料･実験動物)、

養魚用飼料、ペットフード、つり餌

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自　平成２０年４月１日 至 平成２０年６月３０日）
　該当事項はありません。
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【参考】

（１）　四半期連結損益計算書

　　【四半期連結損益計算書】

期　　別
前第１四半期連結累計期間

自 平成19年 4月 1日
至 平成19年 6月30日

科　　目 金　　　額

百万円 

Ⅰ　売上高 １５，４１１　

Ⅱ　売上原価 １１，８１５　

　　　売上総利益 ３，５９６　

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ３，１３０　

　　　営業利益 ４６６　

Ⅳ　営業外収益 ４８　

　１　受取利息 ４　

　２　受取配当金 １２　

　３　持分法による投資利益 １３　

　４　その他 １７　

Ⅴ　営業外費用 １６　

　１　支払利息 ９　

　２　その他 ７　

　　　経常利益 ４９８　

Ⅵ　特別損失 ７　

　　　固定資産除却損 ７　

４９１　

２０１　

　少数株主利益 ９　

　四半期純利益 ２７９　

　税金等調整前四半期純利益

　法人税、住民税及び
　事業税
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（２）　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

     　　　   　　　          　　　　　期　　別 前第１四半期連結累計期間
自 平成19年 4月 1日
至 平成19年 6月30日

 　科 　目 金　　額

百万円 

Ⅰ 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 ４９１　

　　　減価償却費 ４７４　

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） △９　

　　　退職給付引当金の増減額（△は減少） １２　

　　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △３　

　　　受取利息及び受取配当金 △１７　

　　　支払利息 ９　

　　　持分法による投資損益（△は益） △１３　

　　　有形固定資産除却損 ７　

　　　売上債権の増減額（△は増加） △１０１　

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） △１９　

　　　仕入債務の増減額（△は減少） ７０８　

　　　未払消費税等の増減額（△は減少） △４１　

　　　その他 △１０６　

　　　小　計 １，３９０　

　　　利息及び配当金の受取額 ２４　

　　　利息の支払額 △１０　

　　　法人税等の支払額 △７９８　

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー ６０４　

Ⅱ 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 △１００　

　　　有形固定資産の取得による支出 △２４９　

　　　無形固定資産の取得による支出 △６　

　　　投資有価証券の取得による支出 △１　

　　　投資有価証券の売却による収入 ０　

　　　その他の投資等の増加による支出 △３　

　　　その他の投資等の減少による収入 ２　

　　　その他 △１　

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △３５９　

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の増減額（△は減少） △３，０７０　

　　　長期借入金の返済による支出 △２７　

　　　配当金の支払額 △１９７　

　　　自己株式の売却による収入 ０　

　　　自己株式の取得による支出 △２　

　　　少数株主への配当金の支払額 △１５　

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △３，３１２　

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △０　

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △３，０６８　

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 １０，４３２　

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 ７，３６３　
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（３）　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１９年４月１日　至　平成１９年６月３０日） （単位：百万円）

食品部門 バイオ部門 計
消去又は
全社

連結

　売　上　高

  (1)外部顧客に対する売上高 １１，６９２　 ３，７１９　 １５，４１１　 －　 １５，４１１　

  (2)セグメント間の

　　  内部売上高又は振替高 １５　 １　 １６　 （１６）　 －　

　　  計 １１，７０８　 ３，７２０　 １５，４２８　 （１６）　 １５，４１１　

 営業利益 ３９３　 ７２　 ４６６　 －　 ４６６　

(注)１．事業区分の方法

　　　　　当社企業集団の事業区分は、製品の種類及び販売市場に応じて、食品部門、バイオ部門

　　　　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

事業区分 主　　　　要　　　　製　　　　品

食 品 部 門 イースト、ドライイースト、フラワーペースト、カスタード、油脂加工品、

マヨネーズ･ドレッシング、粉末かんすい、総菜(調理フィリング)、ベーキングパウダー、

パン品質改良剤、パン種、発酵風味液、酵母機能利用製品、健康補助食品

バ イ オ 部 門 生化学製品･免疫製品、バイオニュートリショナル(酵母エキス･組織培養用培地)、

各種受託業務、実験動物用飼料、実験動物、養魚用飼料、ペットフード、つり餌
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