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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 50,834 2.7 2,544 3.0 2,693 3.6 1,577 128.6
21年3月期第3四半期 49,485 ― 2,470 ― 2,600 ― 690 ―

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 41.92 ―

21年3月期第3四半期 18.34 ―

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 52,594 22,477 42.4 592.47
21年3月期 49,863 21,146 41.9 555.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  22,285百万円 21年3月期  20,916百万円

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 ― 7.75 ― 7.75 15.50
22年3月期 ― 7.75 ―

22年3月期 
（予想）

7.75 15.50

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 67,000 3.9 2,450 16.9 2,600 16.8 1,300 784.4 34.56



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） 

(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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績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ください。 

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 38,277,406株 21年3月期  38,277,406株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  663,779株 21年3月期  647,680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 37,621,605株 21年3月期第3四半期 37,650,195株



当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府の経済対策などの効果により、一部で回復の兆しが見ら

れるものの、依然として、企業の設備投資や個人消費の回復は足取りが重く、総じて厳しい状況が続いております。

当社グループを取り巻く市場環境も、デフレの傾向や雇用情勢の悪化に加え、消費者の節約志向が益々強まるな

ど、先行き不透明な状況が続いています。  

このような経営環境の下、当社グループにおきましては、今期の経営課題である「基幹商品カテゴリーの活性化」

及び「新しいカテゴリー・事業分野の開拓」に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は508億34百万円（前年同期比2.7%増）となりました。利益面に

つきましては、原材料の調達価格が安定してきたことなどにより、営業利益は25億44百万円（同3.0%増）、経常利益

は26億93百万円（同3.6%増）となりました。なお、四半期純利益につきましては、前年同期に一部の子会社において

行った繰延税金資産の取崩しがなかったことにより、15億77百万円（同128.6%増）となっております。 

以下、事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

①食料品事業 

「松茸の味お吸いもの」、みそ汁の「あさげシリーズ」など基幹商品の売上が順調に推移していることに加

え、平成21年９月から「大爆笑アッコさんプレゼントキャンペーン」を展開し、消費者の購買喚起を推進してま

いりました。また、当社グループが独自に発見した植物性乳酸菌により製造した「オルニチン味噌」を使用した

新商品「１杯でしじみ７０個分のちから みそ汁」が、発売以降順調に売上を獲得いたしました。さらに、地域

限定ながら生姜関連の商品として「冷え知らずさん」ブランドで、のど飴・キャラメル・グミを発売するなど、

新しいカテゴリーの開拓にも努めてまいりました。 

  加えて、平成20年９月に藤原製麺株式会社及び株式会社ふじの華が、また、平成21年４月に株式会社サニーフ

ーズが連結子会社になったことにより、売上高は504億58百万円（前年同期比5.8%増）となりました。 

②その他の事業 

その他の事業の売上高は３億75百万円（前年同期比79.3%減）となりました。  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より27億31百万円増加し、525億94百万円となりま 

した。これは主に受取手形及び売掛金並びに有形固定資産が増加したことによるものです。また負債は、前連結 

会計年度末より14億円増加し、301億17百万円となりました。これは主に、未払金の増加により流動負債のその他 

が増加したことによるものです。また、純資産は主に、利益剰余金の増加により224億77百万円となりました。 

この結果、純資産から少数株主持分を控除した自己資本は222億85百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度 

末に比べ0.5ポイント上昇の42.4％となりました。 

当社グループの第３四半期連結累計期間の業績が、売上高・利益とも概ね当初計画どおり推移していることから、

平成21年５月15日発表の通期の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



 該当事項はありません。  

① 棚卸資産の評価方法  

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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るので、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。 

③ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗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。  

 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



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 5,998 6,714

受取手形及び売掛金 12,073 9,157

商品及び製品 2,861 2,974

仕掛品 474 499

原材料及び貯蔵品 3,052 3,457

その他 778 967

貸倒引当金 △14 △11

流動資産合計 25,224 23,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,629 13,304

減価償却累計額 △8,318 △8,037

建物及び構築物（純額） 5,310 5,267

機械装置及び運搬具 12,300 11,098

減価償却累計額 △8,920 △8,502

機械装置及び運搬具（純額） 3,379 2,596

土地 8,699 8,665

リース資産 1,023 543

減価償却累計額 △189 △61

リース資産（純額） 833 481

建設仮勘定 － 161

その他 1,846 1,827

減価償却累計額 △1,500 △1,451

その他（純額） 346 376

有形固定資産合計 18,570 17,550

無形固定資産   

のれん 66 －

その他 202 104

無形固定資産合計 269 104

投資その他の資産   

投資有価証券 6,145 5,317

その他 2,566 3,309

貸倒引当金 △181 △177

投資その他の資産合計 8,529 8,448

固定資産合計 27,369 26,103

資産合計 52,594 49,863



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,067 7,623

短期借入金 6,945 5,995

未払法人税等 633 321

賞与引当金 175 469

その他 6,715 5,804

流動負債合計 22,537 20,215

固定負債   

長期借入金 4,795 5,951

退職給付引当金 261 271

役員退職慰労引当金 50 43

負ののれん － 57

その他 2,471 2,178

固定負債合計 7,579 8,501

負債合計 30,117 28,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,502 3,502

資本剰余金 6,492 6,492

利益剰余金 16,453 15,467

自己株式 △544 △531

株主資本合計 25,903 24,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △244 △640

土地再評価差額金 △3,373 △3,373

評価・換算差額等合計 △3,618 △4,014

少数株主持分 191 229

純資産合計 22,477 21,146

負債純資産合計 52,594 49,863



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 49,485 50,834

売上原価 26,922 28,378

売上総利益 22,563 22,455

販売費及び一般管理費   

販売促進費 8,528 8,598

貸倒引当金繰入額 18 9

賞与引当金繰入額 98 100

役員退職慰労引当金繰入額 18 9

その他 11,428 11,193

販売費及び一般管理費合計 20,092 19,910

営業利益 2,470 2,544

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 109 97

負ののれん償却額 151 152

その他 126 141

営業外収益合計 392 397

営業外費用   

支払利息 126 135

その他 135 112

営業外費用合計 262 248

経常利益 2,600 2,693

特別利益   

固定資産売却益 － 3

受取保険金 － 83

受取補償金 72 －

特別利益合計 72 87

特別損失   

減損損失 5 －

固定資産除却損 9 61

投資有価証券評価損 117 95

事業譲渡損 － 16

会員権評価損 2 －

特別退職金 － 19

店舗閉鎖損失 3 18

事務所移転費用 14 －

貸倒引当金繰入額 2 －

リース解約損 3 0

特別損失合計 158 210

税金等調整前四半期純利益 2,514 2,570

法人税等 1,910 1,033

少数株主利益又は少数株主損失（△） △87 △41

四半期純利益 690 1,577



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,514 2,570

減価償却費 834 1,171

減損損失 5 －

のれん償却額 14 29

負ののれん償却額 △151 △152

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △297 △293

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,140 7

受取利息及び受取配当金 △114 △103

支払利息 126 135

受取保険金 － △83

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 117 95

会員権評価損 2 －

その他の営業外損益（△は益） 4 △1

その他の償却額 27 14

有形固定資産除売却損益（△は益） 31 21

売上債権の増減額（△は増加） △4,395 △2,891

たな卸資産の増減額（△は増加） △16 608

仕入債務の増減額（△は減少） 1,955 427

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 1,910 771

未払消費税等の増減額（△は減少） 65 202

その他の資産・負債の増減額 △117 33

小計 1,417 2,560

利息及び配当金の受取額 114 102

利息の支払額 △107 △117

保険金の受取額 － 91

法人税等の支払額 △1,334 △724

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 90 1,913



（単位：百万円）

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) 

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 △30 －

定期預金の払戻による収入 30 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,144 △1,922

有形固定資産の売却による収入 1 30

投資有価証券の取得による支出 △204 △294

投資有価証券の売却による収入 1 0

子会社株式の取得による支出 － △16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

145 －

差入保証金の差入による支出 △4 △9

差入保証金の回収による収入 90 447

その他 △10 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,124 △1,772

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,458 △260

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △140

長期借入れによる収入 － 600

長期借入金の返済による支出 △425 △546

自己株式の純増減額（△は増加） △19 △13

配当金の支払額 △528 △530

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,484 △891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 449 △750

現金及び現金同等物の期首残高 5,795 6,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 34

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,245 5,998



 該当事項はありません。 

  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） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

① 食料品事業……………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業 

② 外食事業………………主に和食レストラン事業 

③ その他の事業…………主に鍼灸・マッサージ事業 

  

  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） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「食料品事業」の割合がいずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「外食事業」については、事業の縮小に伴い重要性がなくなったため、「その

他の事業」に含めております。 

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）及び当第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） 

 本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

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）及び当第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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

   

   以 上  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
食料品事業 
（百万円） 

外食事業
（百万円） 

その他の
事業 

（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  47,670  1,555  259  49,485  －  49,485

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1  8  8  18 (18)  －

計  47,671  1,564  268  49,504 (18)  49,485

  営業利益又は営業損失(△)  2,695  △225  △0  2,469  1  2,470

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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