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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101期

第1四半期累計期間
第102期

第1四半期累計期間
第101期

会計期間
自　2021年 4月 1日
至　2021年 6月30日

自　2022年 4月 1日
至　2022年 6月30日

自　2021年 4月 1日
至　2022年 3月31日

売上高 (百万円) 13,009 16,034 50,610

経常利益 (百万円) 963 1,220 1,859

四半期(当期)純利益 (百万円) 676 846 1,370

持分法を適用した場合の

投資利益
(百万円) 124 119 487

資本金 (百万円) 1,600 1,600 1,600

発行済株式総数 (千株) 6,400 6,400 6,400

純資産額 (百万円) 20,130 21,736 21,057

総資産額 (百万円) 36,050 42,611 39,692

1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 137.45 172.09 278.55

1株当たり配当額 （円） － － 100.00

自己資本比率 (％) 55.8 51.0 53.1

（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、連結会計年度にかかる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　潜在株式が存在しないため、「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」は記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第1四半期累計期間において、当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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第1四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しているものの、ワ

クチン接種の進捗等により社会経済活動の正常化が進みました。一方で、ロシアのウクライナへの軍事侵攻の長期

化に起因する原油価格や原材料価格の高騰、日米の金融政策の違いを背景とした急速な円安の進行により先行きは

極めて不透明な状況となりました。

　原料とうもろこしのシカゴ相場は、期初735セント/ブッシェル台で始まり、ウクライナ情勢の長期化や春先の米

国天候不順による作付遅延を受け一時818セント/ブッシェル台迄値を上げましたが、5月中旬以降は天候が順調に

推移したことから値を下げ、第1四半期平均では776セント/ブッシェル台となりました。

　WTI原油相場は、期初99ドル/バレル台で始まり、EUによるロシア産原油の輸入停止措置やOPECプラスの増産計画

が小幅であったこと等から需給逼迫感が高まり値を上げ、第1四半期平均では108ドル/バレル台となりました。

　米国から日本までの穀物海上運賃は、期初71ドル/トン台で始まりロシアのウクライナ侵攻による地政学的リス

クにより値を上げ、第1四半期平均では75ドル/トン台となりました。

　為替相場は、期初123円/ドル台で始まり、日米の金融政策の違いを背景とした日米の金利差の拡大から円安が進

行し、第1四半期平均では131円/ドル台となりました。

　販売面では、新型コロナウイルス感染者数の減少により社会経済活動の正常化が進んだことでチラシ・パンフ

レットに使用される澱粉製品の需要が回復傾向であったものの、新聞、雑誌のデジタル化が進み、紙の生産量が全

体的に減少したことから、製紙向け澱粉の販売数量は前年同四半期に比べ減少しました。糖化製品は、行動制限が

緩和されたことにより外出機会が増え、大型連休も天候に恵まれたことで飲料向け需要は増加、また、外食産業の

営業時間が延びたことで業務用の需要も回復し、販売数量は増加しました。なお、売上高については、前年に引き

続き、原料とうもろこし及び原油相場高騰による製造費用上昇を背景とした製品価格の適正化を進めたことから、

澱粉製品、糖化製品いずれも前年同四半期に比べて増収となりました。

　この結果、当第1四半期累計期間における当社の売上高は160億3千万円(前年同四半期比23.3%増)、営業利益は9

億2千万円（前年同四半期比3.0%増）、経常利益は12億2千万円（前年同四半期比26.7%増）、四半期純利益は8億4

千万円（前年同四半期比25.2%増）となりました。

　次に、各部門の販売概況は以下のとおりであります。

（澱粉部門）

　澱粉部門は、製紙向け販売が澱粉需要減退により減少したものの、社会経済活動が再開された影響により食品向

けを中心に販売数量が増加、さらに原料とうもろこしや燃料の高騰を背景とした製品価格の適正化を進めたことか

ら、売上高は32億円と前年同四半期比3億5千万円（12.3%）の増収となりました。

（糖化品部門）

　糖化品部門は、コロナ禍の行動制限が緩和され、外出機会が増加したことにより業務用販売も回復したことを受

け販売数量が増加、さらに原料とうもろこしや燃料の高騰を背景とした製品価格の適正化を進めたことから、売上

高は101億6千万円と前年同四半期比19億3千万円（23.5%）の増収となりました。

（ファインケミカル部門）

　ファインケミカル部門は、社会経済活動の正常化が進んだ影響により国内向け製品販売も緩やかに回復したこと

から、売上高は5億4千万円と前年同四半期比1億円（23.9%）の増収となりました。

（副産物部門）

　副産物部門は、主製品の販売増加により副産物の発生量も増加、また穀物価格上昇を受け販売価格も上昇した影

響により、売上高は21億1千万円と前年同四半期比6億3千万円（42.9%）の増収となりました。
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(2）経営方針・経営戦略等

　当第1四半期累計期間において当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第1四半期累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は39百万円であります。

 

(5）生産、受注及び販売の実績

　当第1四半期累計期間において、前年に比べ糖化品部門、ファインケミカル部門、副産物部門の生産高が著し

く増加しております。主な要因は販売数量の増加による生産数量の増加等によるものです。

① 生産実績

 当第1四半期累計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）

澱粉部門 2,426 111.5

糖化品部門 9,873 122.0

ファインケミカル部門 434 122.0

副産物部門 2,042 138.5

合計 14,777 122.1

（注）金額は、販売価格によっております。

 

② 当社は受注生産を行っておりません。

 

③ 販売実績

　当第1四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

澱粉部門 3,208 112.3

糖化品部門 10,162 123.5

ファインケミカル部門 547 123.9

副産物部門 2,116 142.9

合計 16,034 123.3

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【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 25,600,000

計 25,600,000

 

②【発行済株式】

種類
第1四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年6月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年8月10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 6,400,000 6,400,000
東京証券取引所

（スタンダード）

単元株式数は100株

であります。

計 6,400,000 6,400,000 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の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)【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）

2022年4月1日～

2022年6月30日
－ 6,400,000 － 1,600 － 327

 

(5)【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【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、直前の基準日（2022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】

    （2022年3月31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）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,481,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,912,800 49,128 －

単元未満株式 普通株式 5,900 －
一単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数  6,400,000 － －

総株主の議決権  － 49,128 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    （2022年3月31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（％）

（自己保有株式）

日本食品化工株式会社

東京都千代田区丸の内

1-6-5
1,481,300 － 1,481,300 23.14

計 － 1,481,300 － 1,481,300 23.14

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【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」（2007年内閣府令第63

号）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、第1四半期会計期間（2022年4月1日から2022年6月30日

まで）及び第1四半期累計期間（2022年4月1日から2022年6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）

 
前事業年度

(2022年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 198 273

売掛金 11,989 14,947

電子記録債権 1,154 1,434

商品及び製品 3,968 3,747

仕掛品 2,690 2,733

原材料及び貯蔵品 3,337 3,577

前渡金 300 －

その他 919 1,418

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 24,556 28,127

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,593 3,624

構築物 370 359

機械及び装置 5,603 5,449

車両運搬具 11 10

工具、器具及び備品 184 169

土地 1,862 1,862

リース資産 171 159

建設仮勘定 695 471

有形固定資産合計 12,491 12,106

無形固定資産   

借地権 45 45

ソフトウエア 293 268

その他 41 53

無形固定資産合計 380 366

投資その他の資産   

投資有価証券 288 309

関係会社株式 371 371

繰延税金資産 1,481 1,206

その他 127 127

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 2,264 2,011

固定資産合計 15,136 14,484

資産合計 39,692 42,611
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2022年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,653 2,621

短期借入金 7,288 9,594

未払金 3,664 3,024

未払法人税等 215 260

賞与引当金 1,162 255

役員賞与引当金 28 3

その他 60 498

流動負債合計 14,073 16,258

固定負債   

長期借入金 200 200

退職給付引当金 4,132 4,195

環境対策引当金 30 30

資産除去債務 118 119

その他 79 71

固定負債合計 4,561 4,616

負債合計 18,634 20,875

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,600 1,600

資本剰余金   

資本準備金 327 327

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 327 327

利益剰余金   

利益準備金 400 400

その他利益剰余金   

建物圧縮積立金 136 134

構築物圧縮積立金 0 0

機械装置圧縮積立金 0 0

土地圧縮積立金 113 113

別途積立金 7,000 7,000

繰越利益剰余金 13,275 13,632

利益剰余金合計 20,925 21,280

自己株式 △2,147 △2,147

株主資本合計 20,705 21,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 57

繰延ヘッジ損益 309 619

評価・換算差額等合計 352 676

純資産合計 21,057 21,736

負債純資産合計 39,692 42,611
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(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 13,009 16,034

売上原価 10,282 13,177

売上総利益 2,726 2,856

販売費及び一般管理費 1,826 1,930

営業利益 899 926

営業外収益   

受取配当金 71 16

為替差益 － 252

受取ロイヤリティー 20 25

その他 9 6

営業外収益合計 100 301

営業外費用   

支払利息 5 3

固定資産除却損 8 4

為替差損 20 －

その他 2 0

営業外費用合計 37 8

経常利益 963 1,220

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 －

税引前四半期純利益 963 1,220

法人税、住民税及び事業税 108 241

法人税等調整額 179 131

法人税等合計 287 373

四半期純利益 676 846
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

1　保証債務

　関連会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前事業年度
(2022年3月31日)

当第1四半期会計期間
(2022年6月30日)

金融機関に対するAMSCO社の借入債務

（6百万バーツ）
24百万円

金融機関に対するAMSCO社の借入債務

（6百万バーツ）
25百万円

－ －

(再保証)

金融機関等に対するAMSCO社の借入債務

(6百万バーツ)

上記の債務保証は、三菱商事㈱による債務保

証を当社が再保証したものであります。

25百万円

計 24百万円 計 51百万円

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間

に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第1四半期累計期間

（自　2021年 4月 1日
至　2021年 6月30日）

当第1四半期累計期間
（自　2022年 4月 1日
至　2022年 6月30日）

減価償却費 521百万円 543百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第1四半期累計期間(自　2021年4月1日　至　2021年6月30日)

1　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

2021年6月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 418 85.0 2021年3月31日 2021年6月29日

 

2　基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第1四半期累計期間(自　2022年4月1日　至　2022年6月30日)

1　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

2022年6月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 491 100.0 2022年3月31日 2022年6月29日

 

2　基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

 
前事業年度

(2022年 3月31日)
当第1四半期会計期間
(2022年 6月30日)

関連会社に対する投資の金額 371百万円 371百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 4,676 4,966

 

 
前第1四半期累計期間
(自　2021年 4月 1日
　至　2021年 6月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2022年 4月 1日
　至　2022年 6月30日)

持分法を適用した場合の投資利益の金額 124百万円 119百万円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間(自　2021年4月1日　至　2021年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自　2022年4月1日　

至　2022年6月30日)

　当社は、とうもろこしを原料とした澱粉、糖化品、ファインケミカル、副産物の製造及び販売を事業内容

としており、とうもろこし加工事業の単一セグメントであります。そのため、セグメント情報については記

載を省略しております。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

  （単位：百万円）

 

前第1四半期累計期間

(自　2021年 4月 1日

　至　2021年 6月30日)

当第1四半期累計期間

(自　2022年 4月 1日
至　2022年 6月30日)

澱粉売上高

糖化品売上高

ファインケミカル売上高

副産物売上高

2,856

8,230

441

1,480

3,208

10,162

547

2,116

顧客との契約から生じる収益 13,009 16,034

その他収益 － －

外部顧客への売上高 13,009 16,034

 

（1株当たり情報）

　1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第1四半期累計期間
(自　2021年 4月 1日
　至　2021年 6月30日)

当第1四半期累計期間
(自　2022年 4月 1日
　至　2022年 6月30日)

1株当たり四半期純利益 137円45銭 172円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 676 846

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） 676 846

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,918 4,918

（注）　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【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  

 

 2022年8月5日
 

日本食品化工株式会社
 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ 

 　　　　静　岡　事　務　所 

 

 
指定有限責任社員
　業務執行社員

 公認会計士 森　 田　 健　 司

 

 
指定有限責任社員
　業務執行社員

 公認会計士 宮　 澤　 達　 也

 

監査人の結論

　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」に掲げられている日本食品化工株式

会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第102期事業年度の第1四半期会計期間（2022年4月1日から2022年6月30日ま

で）及び第1四半期累計期間（2022年4月1日から2022年6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注記について四半期レビューを行った。

　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、日本食品化工株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、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四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
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認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

　・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、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

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　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　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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