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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 2,939 △5.7 △33 ― △36 ― △38 ―
23年3月期第1四半期 3,118 △2.6 16 141.0 13 425.9 11 ―

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

24年3月期第1四半期 △1.24 ―
23年3月期第1四半期 0.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,642 300 11.4
23年3月期 2,638 339 12.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  300百万円 23年3月期  339百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,800 7.2 25 △19.4 15 △40.0 10 △47.4 0.32
通期 13,600 7.3 180 157.1 160 185.7 150 ― 4.81



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 31,337,000 株 23年3月期 31,337,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 163,411 株 23年3月期 162,005 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 31,174,226 株 23年3月期1Q 31,179,964 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は終了しておりません。 

※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の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、〔添
付資料〕３ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の被害に加え、その後の電力供

給の制約等により企業の生産活動が低下するなど、不透明な状況が続いております。 

 加工食品業界におきましては、生活防衛意識の高まりや消費マインドの冷え込みから個人消費が低迷するなど、

厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもとで、当社は当事業年度より「安全・安心な製品・商品を製造・供給すること」に特化し、

当社製商品の販売はスターゼングループの販売会社が担当することで、役割と責任を明確にいたしました。当社は

製造と供給に特化したことにより、製造の合理化や生産性の向上を図る一方、ローマイヤ独自の商品開発を積極的

に進めております。また、スターゼングループの販売会社とのコミュニケーションやコンセンサスの場を定期的に

設け、販売量の増大や販路拡大を推進しております。しかしながら、大震災で仕入先が被災したことにより、生産

に支障が生じたり、販売量の減少を招くなどの影響がでております。 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は29億39百万円（前年同期比5.7％減）、営業損失は33百万円（前年

同期は営業利益16百万円）、経常損失36百万円（前年同期は経常利益13百万円）、四半期純損失は38百万円（前年

同期は四半期純利益11百万円）となりました。 

   

    事業の種類別の業績は次のとおりです。 

  

① 加工食品事業 

 震災の影響で期初に一時的な需要増が見られましたが、その後の計画停電や放射能の汚染問題など先行

きの不安が払拭されないことから、購買意欲の減退、また、一層の低価格志向が強まり販売価格の下落が

続くという厳しい状況で推移しました。 

  食肉加工品につきましては、当第１四半期前半は「フェストエッセンシリーズ」や「元気な食卓シリー

ズ」などコンシューマー製品が比較的順調に推移いたしましたが、後半になりますと、高額品を中心とし

た消費の低迷が顕著となり、当第１四半期累計期間の売上高は19億69百万円（前年同期比0.6％減）であ

ります。 

 その他惣菜等につきましては、仕入先が被災したことにより一部商品が販売できず、また、生食用の食

肉事件等などに影響されたことなどにより、当社の主要商品であります「焼肉キット商品」や「ステーキ

類」が奮わず、第１四半期累計期間の売上高は９億69百万円（前年同期比14.6％減）となりました。 

  

② その他の事業 

   不動産の賃貸収入のみで、当第１四半期累計期間の売上高は600千円（前年同期比100.0％）でありま

す。   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

   〈資産）  

 当第１四半期会計期間末の流動資産は17億35百万円で前事業年度末と比べ10百万円の増加となりました。

これは、主として売掛金が１億27百万円減少したものの、夏季の需要期に備えたたな卸資産が１億30百万円

増加したことなどによるものです。 

  固定資産は９億７百万円で前事業年度末と比べ６百万円の減少となりました。これは、主として有形固定

資産の減価償却などによるものであります。 

 この結果、資産合計は26億42百万円となり、前事業年度末と比べ３百万円の増加となりました。 

（負債）  

 当第１四半期会計期間末の流動負債は18億93百万円で前事業年度と比べ78百万円増加いたしました。これ

は、主として未払費用が１億９百万円増加したことなどによるものであります。 

 固定負債は４億48百万円で前事業年度と比べ35百万円減少いたしました。これは関係会社長期借入金が18

百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は23億42百万円で前事業年度末と比べ42百万円増加となりました。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は３億円で前事業年度と比べ38百万円減少いたしました。これは、

主として当四半期純損失38百万円によるものであります。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間は大震災等の影響などで前事業年度を下回る結果となりましたが、第１四半期の諸問

題は解消に進んでおり、夏季需要の取込みを拡大し、強力に販売促進キャンペーンを実施してまいります。従

いまして、第２四半期累計期間及び通期の業績予想は、現時点では、平成23年５月10日に発表した予想と変更

はありません。 

  

  

   該当事項はありません。  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,480 45,153

売掛金 1,154,122 1,026,400

商品及び製品 297,046 427,794

仕掛品 15,819 25,067

原材料及び貯蔵品 193,561 183,610

未収入金 7,156 9,174

その他 13,069 17,901

貸倒引当金 △511 －

流動資産合計 1,724,744 1,735,101

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,711 5,432

構築物（純額） 0 16,982

機械及び装置（純額） 296,429 279,015

車両運搬具（純額） 8,872 7,494

工具、器具及び備品（純額） 31,239 32,559

土地 394,140 394,140

リース資産（純額） 129,666 123,545

有形固定資産合計 866,059 859,169

無形固定資産   

のれん 20,000 17,500

電話加入権 4,748 4,748

ソフトウエア 2,920 3,847

その他 3,424 3,271

無形固定資産合計 31,093 29,367

投資その他の資産   

投資有価証券 5,615 5,763

関係会社株式 0 0

出資金 5,278 5,278

差入保証金 5,578 5,886

その他 363 2,157

投資その他の資産合計 16,835 19,084

固定資産合計 913,987 907,622

資産合計 2,638,731 2,642,723



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 913,496 880,236

関係会社短期借入金 424,441 440,098

1年内返済予定の関係会社長期借入金 72,000 72,000

リース債務 28,905 29,299

未払金 140,231 174,902

未払費用 74,026 183,934

未払法人税等 15,646 5,330

未払消費税等 9,892 12,188

賞与引当金 100,882 55,913

リース資産減損勘定 18,532 18,532

その他 17,247 21,298

流動負債合計 1,815,302 1,893,735

固定負債   

関係会社長期借入金 206,000 188,000

リース債務 118,994 112,009

退職給付引当金 110,899 111,597

長期預り保証金 1,004 1,004

長期未払金 19,765 13,497

長期リース資産減損勘定 27,680 22,646

固定負債合計 484,343 448,755

負債合計 2,299,646 2,342,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,699,968 1,699,968

資本剰余金 909,840 909,840

利益剰余金 △2,252,538 △2,291,325

自己株式 △17,775 △17,908

株主資本合計 339,494 300,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △408 △342

評価・換算差額等合計 △408 △342

純資産合計 339,085 300,232

負債純資産合計 2,638,731 2,642,723



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,118,031 2,939,988

売上原価 2,757,497 2,632,316

売上総利益 360,534 307,671

販売費及び一般管理費 344,484 340,917

営業利益又は営業損失（△） 16,049 △33,245

営業外収益   

受取利息 44 19

受取配当金 57 37

受取手数料 233 176

貸倒引当金戻入額 29 511

協賛金収入 1,355 －

雑収入 712 501

営業外収益合計 2,432 1,246

営業外費用   

支払利息 4,296 3,906

雑損失 390 514

営業外費用合計 4,687 4,421

経常利益又は経常損失（△） 13,794 △36,420

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 13,794 △36,420

法人税、住民税及び事業税 2,366 2,366

法人税等合計 2,366 2,366

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,427 △38,786



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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