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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注）平成23年３月期第３四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、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 

  

(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3四半期 6,589 △3.6 108 △74.8 72 △82.5 37 △91.3

22年3月期第3四半期 6,835 △4.5 430 116.0 413 13.9 431 120.5

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3四半期 1.04 ―

22年3月期第3四半期 12.12 11.64

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3四半期 9,055 2,343 25.9 63.23
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3四半期  2,343百万円 22年3月期  2,439百万円

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  
 

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 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

2.00 2.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 8,700 △1.0 250 △44.6 200 △52.2 100 △74.0 2.82



(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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 37,181,410株 22年3月期  35,341,410株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  115,991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3Q 36,089,281株 22年3月期3Q  35,246,066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 
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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出の減速感や、資源価格の上昇圧力により、足踏みが懸念さ

れる状況にあります。 

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、主要原材料価格及

びエネルギー価格の急速な上昇もあり、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。 

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経費削減と、さらな

る品揃えの充実に取り組んでまいりました。 

しかしながら、当第３四半期累計期間の売上高は、景気低迷と消費者の低価格志向が強まり、前年同期に比べ

２億45百万円減少して65億89百万円（前年同期比96.4%）となりました。また、損益につきましては、営業利益

は、売上高の減少及び生産性の低下等により前年同期に比べ３億22百万円減少し、１億８百万円（前年同期比

25.2%）、経常利益は、72百万円（前年同期比17.5%）、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37百万円（前年同期比8.7%）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３四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５億59百万円、負債は６億56百

万円それぞれ増加し、純資産は、96百万円減少いたしました。 

 総資産の増加要因は、主に現金及び預金の減少３億４百万円、受取手形及び売掛金の増加３億１百万円、現在建

設中であります新工場建築・設備機器等の有形固定資産の増加４億８百万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５億80百万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３四半期累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３億４百万

円減少し（前年同期は87百万円の増加）、当第３四半期会計期間末は５億２百万円となりました。 

 また、当第３四半期累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） 

  営業活動の結果使用した資金は、97百万円（前年同期は３億69百万円の増加）となりました。この要因は、非

資金費用の減価償却費３億70百万円、仕入債務の増加１億43百万円あったものの、売上債権の増加３億１百万

円、法人税等の支払額２億64百万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、３億57百万円（前年同期比276.5%）となりました。これは、新工場建設、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３億51百万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、１億49百万円（前年同期は１億53百万円の減少）となりました。これは短期

借入金純増額５億80百万円あったものの、長期借入金の返済による支出２億55百万円、配当金の支払額１億25百

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 

 平成23年３月期通期業績予想につきましては、平成22年11月５日に公表しました「平成23年３月期第２四半期決

算短信〔日本基準〕（非連結）」から変更はありません。 

 なお、今後の見通しにつきましては、経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合

は、速やかに開示いたします。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



  

  

（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３四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。 

  

  

（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)    

 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169千円、経常利益は1,275千円、税引前四半期純利益は36,098千円それぞれ減少してお

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３四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３四半期会計

期間354,103千円)」、「土地(前第３四半期会計期間66,829千円)」及び「その他 (構築物) (前第３四半期会計期

間3,305千円)」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３四半期会計期間では投資その他の

資産の「賃貸不動産」として表示することとしました。 

 （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第３四半期累計期間において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資

産の除却による支出」は重要性が増加したため、当第３四半期累計期間より区分掲記することとしました。  

 なお、前第３四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「有形固定資産

の除却による支出」は650千円であります。 

  

  

（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。  

  

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 502,778 807,468

受取手形及び売掛金 1,730,727 1,428,879

商品及び製品 269,613 331,562

仕掛品 33,376 25,809

原材料及び貯蔵品 268,583 181,212

前渡金 197,706 197,706

繰延税金資産 115,354 60,940

その他 147,391 34,809

貸倒引当金 △2,430 △2,294

流動資産合計 3,263,101 3,066,093

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,373,515 1,419,110

機械及び装置（純額） 1,069,030 1,138,639

土地 1,579,827 1,579,827

リース資産（純額） 77,822 85,355

建設仮勘定 541,600 －

その他（純額） 119,391 129,961

有形固定資産合計 4,761,186 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 273,818 285,148

賃貸不動産（純額） 414,028 419,419

その他 349,011 378,797

貸倒引当金 △12,691 △13,469

投資その他の資産合計 1,024,166 1,069,896

固定資産合計 5,792,100 5,429,537

資産合計 9,055,202 8,495,631



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 675,454 532,213

短期借入金 1,710,000 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 19,864 49,410

未払法人税等 4,946 170,632

未払配当金 734 －

賞与引当金 22,794 87,474

その他 943,859 488,669

流動負債合計 3,717,652 2,898,399

固定負債   

長期借入金 2,525,000 2,680,000

リース債務 61,300 37,622

役員退職慰労引当金 100,210 174,990

退職給付引当金 228,105 235,476

資産除去債務 50,233 －

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 2,994,058 3,157,297

負債合計 6,711,710 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 509,649 598,768

自己株式 △13,658 △11,974

株主資本合計 2,355,061 2,445,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,570 △5,931

評価・換算差額等合計 △11,570 △5,931

純資産合計 2,343,491 2,439,933

負債純資産合計 9,055,202 8,495,631



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,835,160 6,589,902

売上原価 4,926,398 5,037,079

売上総利益 1,908,762 1,552,822

販売費及び一般管理費 1,477,868 1,444,193

営業利益 430,894 108,629

営業外収益   

受取利息 11 59

受取配当金 2,952 3,107

受取賃貸料 56,576 56,512

その他 10,788 13,494

営業外収益合計 70,329 73,174

営業外費用   

支払利息 56,461 51,911

固定資産除却損 － 16,323

賃貸収入原価 21,393 37,792

その他 9,751 3,511

営業外費用合計 87,606 109,538

経常利益 413,618 72,265

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,941

製品自主回収関連解決益 233,195 －

特別利益合計 233,195 2,941

特別損失   

固定資産除却損 － 833

投資有価証券売却損 － 1,690

投資有価証券評価損 8,705 －

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 8,705 66,814

税引前四半期純利益 638,108 8,392

法人税、住民税及び事業税 176,516 10,125

法人税等調整額 29,891 △39,290

法人税等合計 206,407 △29,164

四半期純利益 431,700 37,556



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 638,108 8,392

減価償却費 402,152 370,965

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） 7,812 △641

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,227 △64,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,030 15,780

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,917 △7,370

受取利息及び受取配当金 △2,964 △3,167

支払利息 56,461 51,911

有形固定資産除却損 8,543 17,156

有形固定資産売却損益（△は益） － 51

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,690

投資有価証券評価損益（△は益） 8,705 －

役員退職慰労金 － 27,168

製品自主回収関連解決益 △233,195 －

売上債権の増減額（△は増加） △310,616 △301,848

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,034 △32,989

仕入債務の増減額（△は減少） △37,887 143,241

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,841 △52,691

その他 35,744 124,491

小計 528,330 332,282

利息及び配当金の受取額 2,964 3,167

利息の支払額 △56,707 △50,732

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 －

製品自主回収関連補償受取額 70,000 －

法人税等の支払額 △137,633 △264,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,635 △97,076

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 △126,829 △351,898

有形固定資産の売却による収入 － 943

有形固定資産の除却による支出 － △3,824

投資有価証券の取得による支出 △3,277 △3,337

投資有価証券の売却による収入 － 512

その他 850 200

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,257 △357,403



（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） 150,000 580,000

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 △343,750 △255,000

リース債務の返済による支出 △58,807 △47,585

配当金の支払額 － △125,941

その他 △446 △1,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,004 149,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,374 △304,690

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 960,702 502,778



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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