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1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 6,022 △12.6 115 △75.7 140 △72.3 97 △68.5
23年3月期第1四半期 6,891 1.2 474 3.8 507 5.0 310 5.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 117百万円 （△58.4％） 23年3月期第1四半期 283百万円 （―％）

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 5.87 ―
23年3月期第1四半期 18.60 ―

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 31,212 26,667 85.4
23年3月期 31,478 26,783 85.1
（参考） 自己資本 24年3月期第1四半期 26,667百万円 23年3月期 26,783百万円

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 ： 有

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 ― 10.00 ― 14.00 24.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 14.00 24.00

3. 平成24年3月期の連結業績予想（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 ： 有

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) 12,200 △6.6 130 △77.8 180 △71.6 170 △57.3 10.20
通期 26,400 0.3 850 △32.4 950 △29.8 600 22.0 36.00



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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いません。

※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見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は、今
後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料３ページを参照してください。

4. その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 18,532,856 株 23年3月期 18,532,856 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,865,327 株 23年3月期 1,865,327 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,667,529 株 23年3月期1Q 16,672,609 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影

響により、経済活動の落ち込みが継続し、企業の生産活動が低下するなど先行きが極めて不透明な状況

で推移しました。

当社の関連する製菓製パン業界におきましても、震災による自粛ムードの高まりや景気の先行きに対

する不安から、消費者の節約志向が継続する一方で、原料や燃料の価格が上昇するなど厳しい経営環境

が続きました。

このようななか当社グループは、安全・安心な製品の安定供給を第一と考え、生産・供給体制の整備

に努めましたが、震災の影響で、４月以降に予定しておりました得意先の多くの新商品企画が中止とな

ったことなどから、当第１四半期連結累計期間の売上高は60億２千２百万円と前期比87.4％、８億６千

９百万円の減収となりました。利益につきましては、売上高の減少により、営業利益は１億１千５百万

円と前期比24.3％、３億５千９百万円の減益、経常利益は１億４千万円と前期比27.7％、３億６千７百

万円の減益となりました。四半期純利益は９千７百万円と前期比31.5％、２億１千２百万円の減益とな

りました。

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は312億１千２百万円と前連結会計年度末に比べ２億

６千５百万円の減少となりました。主な要因は、棚卸資産の製品が２億８千６百万円増加したことと、

原材料及び貯蔵品が１億６千４百万円、減価償却費の計上などにより有形固定資産が１億９千２百万円

減少したことによるものです。

負債合計は45億４千４百万円と前連結会計年度末に比べ１億４千９万円の減少となりました。主な要

因は、賞与引当金が１億９千１百万円増加したことと、未払金の支払い等により流動負債その他が２億

７千２百万円減少したことによるものです。

純資産合計は266億６千７百万円と前連結会計年度末に比べ１億１千５百万円の減少となりました。

主な要因は、利益剰余金が１億３千５百万円減少したことと、その他有価証券評価差額金が１千９百万

円増加したことによるものです。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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（業績予想）

平成24年３月期の連結業績予想について、東日本大震災の影響により合理的かつ定量的な見通しを立

てることが困難であることから未定としておりましたが、今後の見通しに一定の見極めが可能となりま

したので下記のとおり公表いたします。

第２四半期累計期間につきまして、東日本大震災による売上高への影響は月を追って低下するもの

の、利益面においては厳しい状況が続くものと予想しております。

通期では、秋の需要期に向けて販売促進活動を予定していることなどから、売上高はほぼ前期並の水

準を予想しております。営業利益及び経常利益につきましては、第２四半期累計期間の大幅な減益によ

り、第３四半期以降の回復を見込むものの、通期減益を予想しております。当期純利益につきまして

は、前連結会計年度では東日本大震災による特別損失を計上したことから増益を予想しております。

(％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)

（配当予想）

当社の配当政策は、堅実な経営のもとに長期的、安定的な企業業績の向上を図るとともに株主還元と

して業績に裏付けられた安定配当を基本方針としております。

平成24年３月期の連結業績予想と同様に、配当予想につきましても未定としておりましたが、本基本

方針及び上記業績予想に基づき、中間配当金10円、期末配当金14円の年間24円とさせていただく予定で

あります。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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) 12,200 △6.6 130 △77.8 180 △71.6 170 △57.3 10 20

通期 26,400 0.3 850 △32.4 950 △29.8 600 22.0 36 00

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,104 5,035

受取手形及び売掛金 5,067 4,935

有価証券 6,277 6,278

製品 714 1,001

仕掛品 67 63

原材料及び貯蔵品 1,252 1,087

繰延税金資産 332 334

その他 33 37

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 18,830 18,755

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,892 3,866

機械装置及び運搬具（純額） 3,220 3,049

土地 2,673 2,673

建設仮勘定 16 17

その他（純額） 111 114

有形固定資産合計 9,913 9,720

無形固定資産 108 99

投資その他の資産

投資有価証券 873 908

繰延税金資産 627 638

その他 1,124 1,090

投資その他の資産合計 2,625 2,637

固定資産合計 12,647 12,457

資産合計 31,478 31,212
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,483 1,484

未払法人税等 61 75

賞与引当金 284 475

災害損失引当金 143 78

その他 1,187 915

流動負債合計 3,160 3,030

固定負債

退職給付引当金 1,309 1,306

役員退職慰労引当金 147 152

繰延税金負債 26 0

その他 50 54

固定負債合計 1,533 1,514

負債合計 4,694 4,544

純資産の部

株主資本

資本金 2,270 2,270

資本剰余金 2,381 2,381

利益剰余金 23,678 23,542

自己株式 △1,578 △1,578

株主資本合計 26,751 26,616

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31 51

その他の包括利益累計額合計 31 51

純資産合計 26,783 26,667

負債純資産合計 31,478 31,212
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

売上高 6,891 6,022

売上原価 5,070 4,618

売上総利益 1,821 1,403

販売費及び一般管理費 1,347 1,288

営業利益 474 115

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 13 13

受取賃貸料 2 2

仕入割引 7 6

その他 11 6

営業外収益合計 37 31

営業外費用

賃貸費用 2 2

その他 1 3

営業外費用合計 3 5

経常利益 507 140

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産除却損 1 0

特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益 507 140

法人税、住民税及び事業税 284 93

法人税等調整額 △87 △51

法人税等合計 197 42

少数株主損益調整前四半期純利益 310 97

四半期純利益 310 97
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純利益 310 97

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26 19

その他の包括利益合計 △26 19

四半期包括利益 283 117

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 283 117

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

該当事項はありません。

当社グループはフィリング・スプレッド製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

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

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）セグメント情報等

（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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