
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

 (注)平成23年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

   上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式

(非上場)の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,057  △6.9  30  △81.7  20  △86.7  3  △95.5

22年３月期第１四半期  2,211  0.2  164  49.7  157  55.4  86  74.4

  
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 

23年３月期第１四半期  0  07 ― 

22年３月期第１四半期  2  41  2  33

  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 

23年３月期第１四半期  8,870  2,314  26.1  63  03

22年３月期  8,495  2,439  28.7  65  03

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,314百万円 22年３月期 2,439百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期              0 00           2 00  2  00

23年３月期            

23年３月期（予想）  0 00           2 00  2  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  4,200  △6.4  100  △63.2  70  △72.8  20  △85.8  0  48

通期  8,700  △1.0  300  △33.6  280  △33.1  150  △60.9  4  09



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 詳細は、〔添付資料〕Ｐ．２「２．その他の情報 (1)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要」をご

覧ください。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

詳細は、〔添付資料〕Ｐ．３「２．その他の情報 (2)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概

要」をご覧ください。  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  

   優先株式 

   期末発行済株式数   平成23年３月期第１四半期 1,840,000株  平成22年３月期第１四半期 1,840,000株 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中であります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 1.上記の業績予想につきましては、平成22年５月14日に発表いたしました「平成22年３月期決算短信(非連結)」の

第２四半期累計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表しております「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

2.上記の業績予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今

後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 35,341,410株 22年３月期 35,341,410株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 101,608株 22年３月期 100,233株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 35,240,250株 22年３月期１Ｑ 35,247,960株



種類株式の配当の状況 

  

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです。  

 (※) 平成12年９月14日から平成13年３月31日までの配当額    １円74銭 

    平成13年４月１日から平成22年３月31日までの配当額    ３円20銭  

  

  

  

 第1四半期末 

  

 第2四半期末

  

 第3四半期末

  

 期 末 

  

 合 計 

 配当金総額 

 (合計) 

 第1回優先株式  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円

 平成22年３月期  ─  ─  ─  (※)  (※)  56

 平成23年３月期  ─  ─  ─  ─  ─  ─  

平成23年３月期(予想) ─  ─  ─  3.20 3.20  5
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部景気回復の兆しが見られるものの、デフレからの脱却が進ま

ないことや雇用情勢の悪化等から、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 加工食品業界におきましては、個人消費の低迷や同業者間の価格競争が激化するとともに、主要原材料価格は前

年同期に比べ低下したものの、依然として高値で推移しており、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもとで、当社は、食品メーカーとしての基本である「安全性」確保のために「品質管理」を一

層徹底し、「安全で安心な商品」の提供に努めてまいりました。 

 営業面では、当社の強みである多品種少量生産の技術できめ細かい営業に努め、販路拡大に努力してまいりまし

たが、デフレ環境は厳しく、減収を余儀なくされました。 

 生産面では、品質管理を一層徹底し安全な商品作りに努める一方、生産効率の向上によるコスト削減と、さらな

る品揃えの充実に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期会計期間の売上高は、景気低迷と消費者の低価格志向が強まり、販売数量等が減少し、

前年同期に比べ１億53百万円減少して20億57百万円(前年同期比93.1%)となりました。また、損益につきまして

は、営業利益は、30百万円(前年同期比18.3%)、経常利益は20百万円(前年同期比13.3%)、四半期純利益は、役員退

職慰労金や資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失に計上したこと等により３百万円(前年同期比

4.5%)となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 ①貸借対照表 

  当第１四半期会計期間末における財政状態は、前事業年度末と比較して総資産は３億75百万円、負債は５億円

それぞれ増加し、純資産は、１億25百万円減少いたしました。 

  総資産の増加要因は、主に現金および預金の増加２億44百万円、原材料及び貯蔵品の増加２億68百万円、受取

手形及び売掛金の減少１億74百万円等によるものです。  

  負債の増加要因は、主に短期借入金の増加４億50百万円、支払手形及び買掛金の増加２億10百万円、未払法人

税等の減少１億64百万円等によるものです。 

  純資産の減少要因は、配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるものです。 

 ②キャッシュ・フロー 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ２億44百万

円増加し(前年同期は３億56百万円の増加)、当第１四半期会計期間末は10億52百万円となりました。  

    また当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   営業活動の結果得られた資金は57百万円(前年同期比21.2%)となりました。この要因は、主に非資金費用の

減価償却費１億21百万円、売上債権の減少１億74百万円、仕入債務の増加２億10百万円あったものの、たな卸

資産の増加３億９百万円、役員退職慰労金の支払額１億17百万円、法人税等の支払い１億59百万円あったこと

等によるものです。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

   投資活動の結果使用した資金は52百万円(前年同期比230.2%)となりました。これは生産能力維持及び製造原

価低減のための機械購入等有形固定資産の取得による支出51百万円あったこと等によるものです。 

    (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

   財務活動の結果増加した資金は２億39百万円(前年同期比223.9%)となりました。これは短期借入金純増額４

億50百万円あったものの、配当金の支払額１億７百万円及び長期借入金の返済による支出85百万円あったこと

等によるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 前回発表(平成22年５月14日「平成22年３月期決算短信(非連結)」)いたしました第2四半期累計期間及び通期の

業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、修正しております。 

 詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 (棚卸資産の評価基準) 

  当第１四半期会計期間末における通常の販売目的で保有する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。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更   

 (資産除去債務に関する会計基準の適用)   

 当第１四半期会計期間より、「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。 

 これにより、営業利益は46千円、経常利益は415千円それぞれ減少し、税引前四半期純損失は35,238千円増加し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、49,468千円であります。 

  

②表示方法の変更 

 (四半期貸借対照表関係) 

 前第１四半期会計期間において有形固定資産に含めて表示しておりました賃貸物件の「建物(前第１四半期会計

期間364,835千円)」、「土地(前第１四半期会計期間66,829千円)」及び「その他 (構築物) (前第１四半期会計期

間3,655千円)」は、利用目的を変更したことにより重要性が増したため、当第１四半期会計期間より投資その他の

資産の「賃貸不動産」として表示することとしました。   

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,052,177 807,468

受取手形及び売掛金 1,254,294 1,428,879

商品及び製品 366,415 331,562

仕掛品 31,967 25,809

原材料及び貯蔵品 449,288 181,212

前渡金 197,706 197,706

繰延税金資産 102,281 60,940

その他 35,514 34,809

貸倒引当金 △2,267 △2,294

流動資産合計 3,487,376 3,066,093

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,422,477 1,419,110

機械及び装置（純額） 1,083,897 1,138,639

土地 1,579,827 1,579,827

リース資産（純額） 84,002 85,355

その他（純額） 133,854 129,961

有形固定資産合計 4,304,059 4,352,894

無形固定資産 6,746 6,746

投資その他の資産   

繰延税金資産 296,522 285,148

賃貸不動産（純額） 424,090 419,419

その他 366,207 378,797

貸倒引当金 △14,261 △13,469

投資その他の資産合計 1,072,560 1,069,896

固定資産合計 5,383,366 5,429,537

資産合計 8,870,743 8,495,631

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 742,995 532,213

短期借入金 1,580,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 340,000 440,000

リース債務 37,169 49,410

未払法人税等 6,277 170,632

未払配当金 18,696 －

賞与引当金 22,670 87,474

その他 660,149 488,669

流動負債合計 3,407,958 2,898,399



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 2,695,000 2,680,000

リース債務 49,286 37,622

役員退職慰労引当金 92,200 174,990

退職給付引当金 232,799 235,476

資産除去債務 49,723 －

長期預り敷金保証金 27,708 27,708

その他 1,500 1,500

固定負債合計 3,148,217 3,157,297

負債合計 6,556,176 6,055,697

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,859,070 1,859,070

利益剰余金 475,975 598,768

自己株式 △12,113 △11,974

株主資本合計 2,322,932 2,445,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,364 △5,931

評価・換算差額等合計 △8,364 △5,931

純資産合計 2,314,567 2,439,933

負債純資産合計 8,870,743 8,495,631



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,211,451 2,057,961

売上原価 1,555,225 1,546,692

売上総利益 656,225 511,268

販売費及び一般管理費 491,427 481,049

営業利益 164,798 30,218

営業外収益   

受取利息 － 2

受取配当金 1,966 1,454

受取賃貸料 18,817 18,726

その他 2,315 2,169

営業外収益合計 23,099 22,352

営業外費用   

支払利息 18,979 16,607

賃貸収入原価 7,778 12,553

その他 3,915 2,471

営業外費用合計 30,673 31,632

経常利益 157,223 20,939

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,534

特別利益合計 － 1,534

特別損失   

固定資産除却損 － 213

投資有価証券評価損 7,122 1,690

ゴルフ会員権評価損 － 2,300

役員退職慰労金 － 27,168

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34,822

特別損失合計 7,122 66,194

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 150,101 △43,720

法人税、住民税及び事業税 94,703 3,472

法人税等調整額 △31,189 △51,076

法人税等合計 63,514 △47,603

四半期純利益 86,586 3,882



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

150,101 △43,720

減価償却費 131,479 121,663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34,822

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,366 765

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,727 △64,804

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,170 7,770

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,896 △2,677

受取利息及び受取配当金 △1,966 △1,457

支払利息 18,979 16,607

有形固定資産除却損 3,664 1,646

有形固定資産売却損益（△は益） － 78

投資有価証券評価損益（△は益） 7,122 1,690

役員退職慰労金 － 27,168

売上債権の増減額（△は増加） 82,900 174,584

たな卸資産の増減額（△は増加） △119,833 △309,086

仕入債務の増減額（△は減少） 23,289 210,782

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,530 △17,042

その他 172,487 190,599

小計 417,120 349,392

利息及び配当金の受取額 1,966 1,457

利息の支払額 △19,555 △15,675

役員退職慰労金の支払額 － △117,728

製品自主回収関連支払額 △37,317 －

法人税等の支払額 △89,646 △159,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 272,567 57,681

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △21,048 △51,173

投資有価証券の取得による支出 △1,050 △1,049

その他 △650 △140

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,748 △52,363

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） 150,000 450,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △123,750 △85,000

リース債務の返済による支出 △19,274 △17,491

配当金の支払額 － △107,979

その他 △44 △139

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,930 239,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 356,749 244,708



（単位：千円）

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

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

現金及び現金同等物の期首残高 873,328 807,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,230,078 1,052,177



 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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