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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 27,421 △2.2 534 △13.2 568 △1.9 335 △29.2
21年3月期第3四半期 28,035 ― 614 ― 579 ― 474 ―

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

22年3月期第3四半期 20.53 ―
21年3月期第3四半期 29.01 ―

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

22年3月期第3四半期 19,284 9,386 48.7 573.88
21年3月期 19,517 9,178 47.0 561.13

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,386百万円 21年3月期  9,178百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年3月期 ― 3.50 ―
22年3月期 

（予想）
3.50 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

通期 37,000 1.3 700 9.5 700 14.3 380 △41.9 23.23
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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）  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） 

(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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報にもとづき作成したものであり、予想につきましてはさまざまな不確定要素を内在しておりますので、実
際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 17,170,964株 21年3月期  17,170,964株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  814,698株 21年3月期  813,904株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 16,356,568株 21年3月期第3四半期 16,360,379株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外需要の増加や景気対策により持ち直しているも

のの、依然として企業収益や設備投資は大幅な減少が続いており、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷な

ど、経済の先行き不透明感を拭いきれない状況で推移いたしました。 

米飯加工食品業界におきましては、消費者の顕著な生活防衛意識から低価格志向が鮮明になるなか、新

型インフルエンザの流行の影響もあって、引き続き厳しい経営環境となりました。 

こうした状況下、当社グループは、やわらかいパンの食感にこだわった「epi mou(エピ・ムー)」など

の新たなブランドを投入するとともに、経費の節減をはじめとしたコストダウンと品質管理を徹底し、消

費者ニーズに沿った安全・安心な商品作りに傾注いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、274億２千１百万円(前年同四半期比2.2％減)となり

ました。また、利益面におきましては、営業利益は５億３千４百万円(前年同四半期比13.2％減)、経常利

益は５億６千８百万円(前年同四半期比1.9％減)、四半期純利益は３億３千５百万円(前年同四半期比

29.2％減)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、流動資産の増加および固定資産の

減少により前連結会計年度末と比較して２億３千３百万円減少し、192億８千４百万円となりました。ま

た、純資産は、四半期純利益３億３千５百万円を計上する一方で、配当金の支払１億１千４百万円等によ

り前連結会計年度末と比較して２億８百万円増加し、93億８千６百万円となりました。 

当第３四半期連結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、12億２千６百万円の収入(前年同四半期比２億５千３百万円増)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５億１千９百万円および減価償却費５億３千１百万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、５千万円の支出(前年同四半期比３億１千３百万円支出増)とな

りました。これは、主として有形固定資産の取得２億５千４百万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、３億１千５百万円の支出(前年同四半期比７億６千９百万円支

出減)となりました。これは、主として借入れによる収入23億円および借入金の返済による支出25億円に

よるものであります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、22億１千６百万円(前年同四半期比

１億４千６百万円増)となりました。 

  

平成21年７月31日に発表した平成22年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

・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
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該当事項はありません。 

  

① 固定資産の減価償却の方法 
固定資産の年度中の取得、売却または除却の見積りを考慮した予算にもとづく年間償却予定額

を期間按分する方法によっております。 
定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

② 法人税等および繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限
定する方法によっております。 
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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,216,919 1,435,521

売掛金 3,395,352 3,521,763

商品及び製品 22,326 21,563

原材料及び貯蔵品 187,939 189,946

その他 643,857 888,640

貸倒引当金 △4,860 △9,710

流動資産合計 6,461,534 6,047,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,325,543 3,522,073

土地 6,342,548 6,342,548

その他（純額） 1,177,622 1,222,244

有形固定資産合計 10,845,713 11,086,866

無形固定資産合計 76,105 87,734

投資その他の資産   

投資不動産 653,125 781,930

その他 1,320,449 1,593,090

貸倒引当金 △72,534 △79,532

投資その他の資産合計 1,901,039 2,295,489

固定資産合計 12,822,859 13,470,089

資産合計 19,284,393 19,517,815

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,455,893 2,482,001

短期借入金 3,023,342 2,844,521

未払金 1,338,118 1,346,525

未払法人税等 24,723 135,762

賞与引当金 113,000 208,000

その他 248,180 167,417

流動負債合計 7,203,257 7,184,227

固定負債   

長期借入金 1,952,026 2,331,574

退職給付引当金 290,310 308,133

役員退職慰労引当金 － 432,939

その他 452,274 82,543

固定負債合計 2,694,611 3,155,191

負債合計 9,897,868 10,339,419
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 4,213,227

利益剰余金 609,500 388,170

自己株式 △146,028 △145,869

株主資本合計 9,370,121 9,148,951

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,403 29,444

評価・換算差額等合計 16,403 29,444

純資産合計 9,386,525 9,178,395

負債純資産合計 19,284,393 19,517,815
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(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 28,035,816 27,421,827

売上原価 22,131,809 21,584,995

売上総利益 5,904,007 5,836,831

販売費及び一般管理費 5,289,048 5,302,775

営業利益 614,959 534,056

営業外収益   

受取利息 245 146

受取配当金 4,555 1,871

受取賃貸料 118,853 49,573

その他 26,813 57,465

営業外収益合計 150,467 109,058

営業外費用   

支払利息 79,692 56,583

不動産賃貸原価 103,270 14,724

その他 3,412 3,749

営業外費用合計 186,374 75,057

経常利益 579,051 568,057

特別利益   

固定資産売却益 207,488 4,977

助成金収入 － 48,320

貸倒引当金戻入額 － 4,520

特別利益合計 207,488 57,818

特別損失   

貸倒引当金繰入額 28,723 －

役員退職慰労金 － 100,861

その他 150 5,291

特別損失合計 28,873 106,153

税金等調整前四半期純利益 757,666 519,721

法人税、住民税及び事業税 115,386 16,801

法人税等調整額 167,739 167,093

法人税等合計 283,125 183,894

四半期純利益 474,540 335,827
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,940,029 8,860,836

売上原価 7,082,513 6,963,740

売上総利益 1,857,516 1,897,095

販売費及び一般管理費 1,744,450 1,726,137

営業利益 113,066 170,958

営業外収益   

受取利息 147 12

受取配当金 1,182 920

受取賃貸料 20,934 12,285

その他 10,422 20,947

営業外収益合計 32,687 34,167

営業外費用   

支払利息 23,635 17,330

不動産賃貸原価 5,007 5,160

その他 894 407

営業外費用合計 29,536 22,898

経常利益 116,217 182,226

特別利益   

固定資産売却益 － 1,860

貸倒引当金戻入額 5,158 2,099

その他 － 578

特別利益合計 5,158 4,538

税金等調整前四半期純利益 121,375 186,765

法人税、住民税及び事業税 9,119 4,283

法人税等調整額 8,379 57,384

法人税等合計 17,498 61,667

四半期純利益 103,877 125,097
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 757,666 519,721

減価償却費 528,358 531,271

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,460 △11,847

賞与引当金の増減額（△は減少） △135,270 △95,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,226 △17,823

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,664 △432,939

受取利息及び受取配当金 △4,801 △2,018

支払利息 79,692 56,583

固定資産売却損益（△は益） △207,488 △4,977

売上債権の増減額（△は増加） 15,606 126,411

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,605 1,244

仕入債務の増減額（△は減少） 133,521 △26,108

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,236 27,222

その他の資産の増減額（△は増加） △107,539 381,989

その他の負債の増減額（△は減少） 72,874 394,643

小計 1,073,676 1,448,372

利息及び配当金の受取額 4,671 2,239

利息の支払額 △74,675 △54,714

法人税等の支払額 △30,965 △169,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 972,708 1,226,552

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 －

定期預金の払戻による収入 － 80,000

有形固定資産の取得による支出 △291,658 △254,492

有形固定資産の売却による収入 － 2,120

無形固定資産の取得による支出 △23,858 △3,235

投資有価証券の取得による支出 △1,049 △796

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 543,660 135,500

貸付けによる支出 △600 △900

貸付金の回収による収入 1,530 1,880

その他の支出 △9,870 △12,750

その他の収入 124,425 2,521

投資活動によるキャッシュ・フロー 263,308 △50,152

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 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △2,300,000 △1,062,500

長期借入れによる収入 1,200,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,395,121 △1,438,227

自己株式の取得による支出 △591 △158

配当金の支払額 △139,067 △109,163

リース債務の返済による支出 － △4,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,084,779 △315,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,236 861,397

現金及び現金同等物の期首残高 1,919,121 1,355,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,070,358 2,216,919
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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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