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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。 

 ３ 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。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第124期

前第１四半期 
連結累計(会計)期間

第125期
当第１四半期 

連結累計(会計)期間
第124期

会計期間
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６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) 15,605 16,228 63,522 

経常利益 (百万円) 676 899 2,926 

四半期(当期)純利益 (百万円) 362 443 1,747 

純資産額 (百万円) 25,821 27,195 27,016 

総資産額 (百万円) 42,019 43,914 43,892 

１株当たり純資産額 (円) 780.31 821.93 816.35 

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 11.07 13.58 53.43 

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 (％) 60.7 61.2 60.8 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 1,327 537 4,249 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 247 639 △4,256

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △281 △219 △568

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 6,342 5,425 4,468 

従業員数 (人) 912 918 885 
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当第１四半期連結会計期間において、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、主要な関係会社に異動はありません。 

  

当第１四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。 

(1) 連結会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
（注）１ 従業員数は就業人員数（当社グループ（当社及び連結子会社）からグループ外への出向者を除き、グルー

プ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。また、臨時従業員数は［ ］内に当第１四半期連

結会計期間の平均人員を外数で記載しております。  

   ２ 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
（注）１ 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）でありま

す。また、臨時従業員数は［ ］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。  

   ２ 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員であります。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

 

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 918［406］

従業員数(人) 638［244］
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第１四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 金額の算出は期間中の平均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。 

  
(2) 受注実績 

当社及び連結子会社は一部特殊需要向けを除き、受注生産を行っていないため記載を省略いたしまし

た。 
  

(3) 販売実績 

当第１四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。 
  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

※当第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」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」を適用しておりますが、セグメントの区分方法及び測定方法は従来と同

一であります。   

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額(百万円)
前年同四半期比（％）

食 品 部 門 6,572 3.8 

バ イ オ 部 門 1,762 △9.3

合計 8,334 0.8 

セグメントの名称 金額(百万円)
前年同四半期比（％）

食 品 部 門 12,767 5.5 

バ イ オ 部 門 3,460 △1.2

合計 16,228 4.0 

相手先 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

山崎製パン株式会社
金額(百万円)

総販売実績に対する
割合(％) 

金額(百万円)
総販売実績に対する

割合(％) 

4,486 28.8 5,027 31.0 
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当第１四半期連結会計期間において、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。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

２ 【事業等のリスク】 

３ 【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日（平成22年８月13日）現在において当社グループ

（当社及び連結子会社）が判断したものであります。 
  

(1)業績の状況 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費や輸出関連産業が徐々に持ち直しており

ますが、デフレ脱却にはまだ時間がかかる様相を呈しています。 

また国際的には、ギリシャ財政危機に端を発した金融相場の混乱により、各国の株式相場や為替相場

が安定しないなど、先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループを取り巻く環境は、少子高齢化、人口減少というマイナス要因に加え、消費者の節約志

向や低価格志向が続くものと思われ、今後も厳しい見通しとなっております。 

このような先行き不透明な状況の下、当社グループは積極的な拡販活動や新製品の上市を推し進めた

結果、食品・バイオ両部門ともに売上は順調に推移しました。海外においては欧米諸国への深耕に加

え、ＢＲＩＣｓ諸国を中心とした市場への展開を進めました。両部門ともに売上が順調であったことに

加え、原材料相場が昨年来の水準で安定して推移したことや、生産コスト低減努力により、増益となり

ました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は162億28百万円（前年同期比104.0%）と増収になり

ました。経常利益は８億99百万円（前年同期比133.0%）、四半期純利益は４億43百万円（前年同期比

122.6%）と増益になりました。 

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

（食品部門） 

食品部門は、積極的な新製品提案や新規顧客開拓努力により、コア事業であるイースト、フラワー

ペーストに加え、総菜、パン品質改良剤、粉末かんすいの出荷が好調であり、売上は順調に推移しま

した。 

その結果、全体として売上高は127億67百万円（前年同期比105.5%）と増収になりました。営業利

益は７億44百万円（前年同期比137.4%）と増益になりました。 

（バイオ部門） 

バイオ事業を「研究・創薬支援事業」と位置付け、一貫した研究・開発支援サービスを積極的に展

開しました。その中で、診断薬原料、抗体やタンパク質の受託生産、培養用基材の売上増が寄与し、

昨年度の養魚飼料事業譲渡による売上減をカバーし、全体として前年並みの売上となりました。 

その結果、全体として売上高は34億60百万円（前年同期比98.8%）と減収になりました。営業利益

は１億21百万円（前年同期比125.1%）と増益になりました。 

  

※当第１四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」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」を適用しておりますが、セグメント区分及び売上高、セグメント利益の測定

方法は従来と同一であります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、５億37百万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８億26百万円、減価償却費が４億82百万円、法人税等の支払額10億39百万円等によるもの

であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、６億39百万円の増加となりました。これは、定期預金の預入

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】
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れと払戻しの差による増加が10億円、設備資金の支出３億２百万円等によるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、２億19百万円の減少となりました。これは、配当金の支払１

億96百万円等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、前連結会計年度末に比べ９億57百万円増加

し、54億25百万円となりました。 

なお、当社グループの将来必要とされる成長資金及び有利子負債の返済に対しては、営業活動による

キャッシュ・フローや現金及び現金同等物の残高を考慮すると、当面充分な財源を確保していると考え

ております。また、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、不測の事態に備えておりま

す。  

  

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの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問題はありません。 

  

(4)研究開発活動  

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、３億44百万円でありま

す。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。 

  

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当社グループの経営成績に重要な影響を与えると懸念される要因は、金融不安や原材料相場の高騰で

あります。これを踏まえて、新製品の上市を促進するとともに、さらなるコスト削減を追求してまいり

ます。  

 なお、第１四半期連結会計期間において、当社グループの経営戦略について変更はありません。 

  

(6)経営者の問題意識と今後の方針について 

当第１四半期連結会計期間において、経営者の問題意識と今後の方針について変更はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第１四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。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更はありません。 

なお、当第１四半期会計期間後に、新たに確定した重要な設備の新設計画は以下のとおりでありま

す。 

 
（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

会社名 
事業所名

所在地
 

セグメント 
の名称

設備の
内容

投資予定額
（百万円） 資金調達

方法

着手及び完成予定 完成後の
最大供給
能力総額

既支払
額

着手 完了

オリエンタル 
酵母工業株式会社 
富里工場 

千葉県
富里市

食品部門
総菜工場
建設 1,448 - 自己資金 平成22年7月 平成24年1月

総菜製品
月 800t

オリエンタル 
酵母工業株式会社 
東京工場 

東京都
板橋区

食品部門
排水処理
設備更新 561 - 自己資金 平成22年7月 平成24年2月 -
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第４ 【提出会社の状況】 

(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】 

   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】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000 

計 100,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年８月13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 33,171,087 同左
東京証券取引所
市場第二部

株主としての権利内容に制
限のない標準となる株式で
あり、単元株式数は1,000
株であります。

計 33,171,087 同左 ― ―

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６月30日 ― 33,171,087 ― 2,617 ― 1,886 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。 

① 【発行済株式】 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構

名義の株式がそれぞれ2,000株（議決権２個）及び865株含まれております。 

   ２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式290株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年３月31日現在 

 
  

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

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     488,000 

―
権利の内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式  32,353,000 32,353 同上

単元未満株式 普通株式      330,087 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 33,171,087 ― ―

総株主の議決権 ― 32,353 ―

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） 
オリエンタル酵母工業 
株式会社 

東京都板橋区 
小豆沢三丁目６番10号 488,000 ― 488,000 1.47 

計 ― 488,000 ― 488,000 1.47 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
 ４月

 
 ５月

 
 ６月

高(円) 494 470 424 

低(円) 453 400 400 
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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において、役員の異動はありませ

ん。 

  

  

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

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１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計

期間(平成22年４月１日から平成22年６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１四半期連結会計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,055 6,098

受取手形及び売掛金 12,193 12,035

有価証券 2,500 1,500

たな卸資産 ※1  4,290 ※1  4,312

その他 529 478

貸倒引当金 △7 △26

流動資産合計 24,560 24,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2, ※3  6,850 ※2, ※3  6,928

その他（純額） ※2, ※3  7,293 ※2, ※3  7,320

有形固定資産合計 14,143 14,248

無形固定資産 447 427

投資その他の資産   

投資有価証券 3,281 3,378

その他 1,520 1,476

貸倒引当金 △39 △37

投資その他の資産合計 4,763 4,818

固定資産合計 19,354 19,494

資産合計 43,914 43,892

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,062 7,521

未払法人税等 310 1,013

役員賞与引当金 11 49

その他 3,897 3,867

流動負債合計 12,282 12,452

固定負債   

退職給付引当金 3,246 3,239

役員退職慰労引当金 305 300

その他 885 882

固定負債合計 4,437 4,423

負債合計 16,719 16,875
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,617 2,617

資本剰余金 1,886 1,886

利益剰余金 22,362 22,115

自己株式 △300 △298

株主資本合計 26,566 26,320

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 387

為替換算調整勘定 △31 △27

評価・換算差額等合計 293 360

少数株主持分 334 336

純資産合計 27,195 27,016

負債純資産合計 43,914 43,892

― 14 ―



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 15,605 16,228

売上原価 11,899 12,318

売上総利益 3,706 3,910

販売費及び一般管理費 ※1  3,067 ※1  3,044

営業利益 638 866

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 10 12

持分法による投資利益 20 12

その他 26 16

営業外収益合計 59 45

営業外費用   

支払利息 0 0

為替差損 17 8

その他 3 2

営業外費用合計 22 12

経常利益 676 899

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 19

特別利益合計 － 19

特別損失   

固定資産除却損 3 40

役員退職慰労金 18 －

減損損失 － 45

その他 ※3  8 ※3  6

特別損失合計 30 92

税金等調整前四半期純利益 646 826

法人税等 ※2  287 ※2  369

少数株主損益調整前四半期純利益 － 457

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 13

四半期純利益 362 443
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 646 826

減価償却費 524 482

減損損失 － 45

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 4

受取利息及び受取配当金 △13 △16

支払利息 0 0

持分法による投資損益（△は益） △20 △12

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

有形固定資産除却損 3 40

売上債権の増減額（△は増加） 138 △158

たな卸資産の増減額（△は増加） △134 24

仕入債務の増減額（△は減少） 635 558

未払消費税等の増減額（△は減少） 20 △10

その他 △150 △221

小計 1,667 1,553

利息及び配当金の受取額 32 23

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △372 △1,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,327 537

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 △1,100

定期預金の払戻による収入 600 2,100

有形固定資産の取得による支出 △229 △302

有形固定資産の売却による収入 0 3

無形固定資産の取得による支出 △14 △43

投資有価証券の取得による支出 △1 △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 △11 △23

その他の投資等の減少による収入 6 14

その他 △0 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 247 639
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △261 △196

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 △0 △1

少数株主への配当金の支払額 △16 △14

その他 △2 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △281 △219

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,301 957

現金及び現金同等物の期首残高 5,041 4,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,342 ※  5,425
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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】 

  

 
  

【表示方法の変更】 

  

 
  

【簡便な会計処理】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

 
  

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

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 

当第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。 

(2)「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当第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。 

 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

 「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１四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。 

（四半期連結損益計算書関係）

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

税金費用の計算 

 
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、「法人税等」に含めて表示しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ たな卸資産 

   商品及び製品         2,452百万円 
   仕掛品                        1,071百万円  
   原材料及び貯蔵品        766百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、33,447百万 

   円であります。 

※３ 有形固定資産の圧縮記帳累計額 

 

 

 建物及び構築物（純額） 90百万円

 その他（純額） 172百万円

 計 262百万円

※１ たな卸資産 

   商品及び製品         2,626百万円 
   仕掛品                         952百万円  
   原材料及び貯蔵品        733百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、33,103百万 

   円であります。 

※３ 有形固定資産の圧縮記帳累計額 

 

 

建物及び構築物（純額） 90百万円

その他（純額） 172百万円

計 262百万円

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

※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。 

   運賃・保管料         666百万円 

   給料・賃金          641百万円 

   退職給付費用         65百万円 

   役員退職慰労引当金繰入額   17百万円 

   役員賞与引当金繰入額      8百万円 

    貸倒引当金繰入額        0百万円 

※２ 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。  

 そのため、法人税等調整額は、「法人税等」に含

めて表示しております。  

※３ 特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。 

 

 

 

会員権等評価損 

持分変動損失 

貸倒引当金繰入額 

  2百万円 

4百万円 

1百万円 

 計 8百万円 

 

※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。  

   運賃・保管料         651百万円  

   給料・賃金          653百万円  

   退職給付費用         48百万円  

   役員退職慰労引当金繰入額   16百万円  

   役員賞与引当金繰入額     10百万円 

  

※２ 同左 

  

 

  

 

  

  

※３ 特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。 

 

 

会員権等評価損 

貸倒引当金繰入額 

  1百万円 

5百万円 

計 6百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

※ 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（平

成21年６月30日現在） 

   

現金及び預金勘定 3,952百万円

有価証券勘定 2,499百万円

   計 6,452百万円

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
△110百万円

現金及び現金同等物 6,342百万円

※ 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（平

成22年６月30日現在） 

 

現金及び預金勘定 5,055百万円

有価証券勘定 2,500百万円

   計 7,555百万円

預入期間が３ヵ月を超える 

定期預金 
△2,130百万円

現金及び現金同等物 5,425百万円
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(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１

日 至 平成22年６月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

   普通株式 33,171,087株 

  
２ 自己株式の種類及び株式数 

   普通株式 491,056株 

  

 ３ 新株予約権等に関する事項 

   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１四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１四半期連結会

計期間末後となるもの 

   該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の金額の著しい変動 

当第１四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「４ 配当に関する事項」に記載して

おります。なお、この他に該当事項はありません。 

決議 株式の種類
配当金 
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 196百万円 ６円 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【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21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(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 

 
【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略いたしました。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略いたしました。 

  

 
食品部門 
(百万円)

バイオ部門
(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 12,102 3,503 15,605 ― 15,605 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 13 4 17 (17) ― 

計 12,115 3,508 15,623 (17) 15,605 

営業利益 541 97 638 ― 638 

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、油脂加工品（バタークリーム）、 

 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
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【セグメント情報】 

(追加情報) 

当第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 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、当社の取締役会が、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、取り扱う製品・サービス別に「食品」と「バイオ」の２つの事業に区分し、それぞれ

に事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品、サービスについて研究開発、生産、販売の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しています。 

したがって、当社グループは事業区分別のセグメントから構成しており、「食品部門」、「バイオ部

門」の２つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主要製品は、以下のとおりであります。 

  

各事業区分の主要製品 

 
  

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１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
（注）１．調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益に対応するものであります。 

  

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、油脂加工品（バタークリーム）、 

 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、微生物機能利用製品、日持向上剤

バイオ部門 生化学製品・免疫製品、酵母エキス・組織培養用培地、食品検査・分析サービス、 

 実験動物用飼料、実験動物、実験動物飼育・薬効薬理試験等各種受託業務

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２）食品部門 バイオ部門 計

 売上高  

  外部顧客への売上高 12,767 3,460 16,228 － 16,228 

  セグメント間の 
   内部売上高又は振替高 26 4 31 △31 － 

計 12,794 3,465 16,259 △31 16,228 

セグメント利益 744 121 866 － 866 
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(金融商品関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

記載すべき事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

記載すべき事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

記載すべき事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

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は、以下のとおりであります。 

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額 

 
(注) １ 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。 

２ 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。 

  

 
  

(リース取引関係) 

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

記載すべき事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

 
１株当たり純資産額 821円93銭

  
１株当たり純資産額 816円35銭

 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年６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） 27,195 27,016 

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円） 334 336 

（うち少数株主持分） (334) (336) 

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会
計年度末）の純資産額（百万円） 26,860 26,680 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた四半
期連結会計期間末（連結会計年度末）の普通株
式の数（千株） 

32,680 32,682 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

 
１株当たり四半期純利益金額 
 

11円７銭 
 

  
１株当たり四半期純利益金額 
 

13円58銭 
 

 (自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

四半期純利益(百万円) 362 443 

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） 362 443 

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,703 32,680 
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(重要な後発事象) 

当社は、平成22年７月29日開催の取締役会において、株式会社日清製粉グループ本社（以下、「公開

買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいま

す。)について賛同の意見を表明することを決議いたしました。本公開買付けの概要は以下のとおりで

す。 

なお、公開買付者は、本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を100%子会社化することを

企図しており、当社株式は上場廃止となる可能性があります。 

  

１.公開買付者の概要 

(1) 商号 

  株式会社日清製粉グループ本社 

(2) 事業内容 

  グループを統轄する持株会社 

(3) 設立年月日 

  明治40年３月12日（創業明治33年10月） 

(4) 本店所在地 

  東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 

(5) 代表者の役職・氏名 

  取締役社長 村上一平 

(6) 資本金 

  17,117百万円（平成22年３月31日現在） 

(7) 大株主及び持株比率 

 
(8) 当社との関係 

 

  

日本生命保険相互会社               6.37%

山崎製パン株式会社                 5.58%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.43%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   4.15%

株式会社みずほコーポレート銀行          3.95%

三菱商事株式会社                  2.77%

丸紅株式会社                    2.06%

住友商事株式会社                   2.00%

株式会社三井住友銀行                 1.83%

農林中央金庫                    1.78%

(平成22年３月31日現在)

資本関係：公開買付者は平成22年３月31日現在、当社発行済株式総数の42.35％を所有して
 おります。また、当社は公開買付者の株式を保有しておりません。

人的関係：下記の者は、当社と公開買付者の役職を兼任しております。
 取締役：宮内泰高氏 （公開買付者取締役副社長）
 監査役：本田信行氏 （公開買付者従業員）

取引関係：当社は、公開買付者の関係会社に当社の製品を販売しております。また、当社
 は、公開買付者から不動産を賃借し、また公開買付者の関係会社から原材料の
 仕入れを行っております。

     関連当事者への該当状況：公開買付者は当社の親会社であり、当社の関連当事者に該当し  

                              ます。 
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２．株式会社日清製粉グループ本社による当社株式公開買付の概要 

(1) 買付け等をする株券等の種類 

  普通株式 

(2) 買付け等の期間 

  平成22年７月30日（金曜日）から平成22年９月13日（月曜日）まで（32営業日） 

(3) 買付け等の価格 

  １株につき800円 

(4) 買付予定の株券等の数 

  18,635,624株 

(5) 公開買付け開始公告日 

  平成22年７月30日（金曜日） 
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該当事項はありません。 

２ 【その他】
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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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平成21年８月10日

オリエンタル酵母工業株式会社 

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」に掲げられているオ

リエンタル酵母工業株式会社の平成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１四半期連

結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日

から平成21年６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、オリエンタル酵母工業株式会社及び連結子

会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・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

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    塚 原 雅 人   印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    會 田 将 之   印 

(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８月11日

オリエンタル酵母工業株式会社 

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」に掲げられているオ

リエンタル酵母工業株式会社の平成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１四半期連

結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日

から平成22年６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、オリエンタル酵母工業株式会社及び連結子

会社の平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・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。 
  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年７月29日開催の取締役会において、株式会社日

清製粉グループ本社による会社株式に対する公開買付けに賛同する旨の決議をした。 

  

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

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    星 野 正 司   印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    會 田 将 之   印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士    根 本 知 香   印 

(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。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年８月13日 

【会社名】 オリエンタル酵母工業株式会社 

【英訳名】 Oriental Yeast Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  中村 隆司 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません 

【本店の所在の場所】 東京都板橋区小豆沢三丁目６番10号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

 



当社代表取締役社長中村隆司は、当社の第125期第１四半期(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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