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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 11,652 3.0 121 ― 142 ― 85 ―
23年3月期第1四半期 11,314 △2.7 △2 ― 4 ― △18 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 69百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △34百万円 （―％）

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 7.10 ―
23年3月期第1四半期 △1.54 ―

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 31,049 10,431 33.6
23年3月期 30,332 10,506 34.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,431百万円 23年3月期  10,506百万円

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 ― 12.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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  ：  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) 23,700 3.7 300 ― 350 ― 200 ― 16.53
通期 47,900 4.2 850 376.8 900 268.8 500 237.2 41.33



(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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。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、四半期決
算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 12,102,660 株 23年3月期 12,102,660 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,895 株 23年3月期 3,817 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,098,785 株 23年3月期1Q 12,099,104 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの混

乱等から生産が縮小し弱含みでスタートしましたが、その後は生産活動も徐々に正常化に向かい、また

復興需要等もあって個人消費は下げ止まりの傾向が見られました。しかしながら、被災地における復興

の遅れや原子力発電所の稼動休止による電力不足、放射能問題等、種々の不安要素も存在し、依然とし

て先行き不透明な状況となっております。 

食品業界におきましても、東日本大震災の影響により原材料供給面を中心に混乱が生じ、生産体制に

多大な影響が生じました。また、販売面に関しましても依然低価格志向が継続しており、厳しい経営環

境で推移いたしました。 

このような環境のなかで、当社グループにおきましては震災により一部の提携先に損傷被害があり水

産品に支障を生じましたが、商品の安定的な供給を継続することを重要課題として、原材料の安定的な

確保、生産力の回復に努めるとともに、お客様のニーズを捉えた商品開発、生産効率の向上を進めて参

りました。その結果、お客様への迅速な対応、新商品の販売増等が寄与し、当第１四半期連結累計期間

における売上高は、116億5千2百万円(前年同期比3.0％増)となりました。 

利益面に関しましては、売上の増加と生産効率の改善により、営業利益は1億2千1百万円(前年同期は

営業損失2百万円)、経常利益は1億4千2百万円(前年同期比1億3千8百万円の増加)、四半期純利益は8千5

百万円(前年同期は四半期純損失1千8百万円)となりました。 

事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は単一セグメント

であるため、部門別により記載しております。 

冷凍食品部門につきましては、90億6千万円(前年同期比2.7％増)となりました。 

日配食品部門につきましては、17億2千5百万円(前年同期比0.0％増)となりました。 

缶詰部門等につきましては、8億6千5百万円(前年同期比12.7％増)となりました。 

  

資産につきましては、主に製品及び原材料が増加したこと等により、当第１四半期連結会計期間末の

総資産は前連結会計年度末に比べ7億1千7百万円増加し、310億4千9百万円となりました。 

負債につきましては、主に買掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ7億9千2百万円

増加し、206億1千7百万円となりました。 

純資産につきましては、主に利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ7千5百万

円減少し、104億3千1百万円となりました。 

  

平成23年6月24日付当社「平成24年3月期業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて発表いたしま

した予想に変更はありません。 

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

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 1,722,391 1,556,048

受取手形及び売掛金 8,262,023 8,248,843

有価証券 210,178 210,180

商品及び製品 2,326,116 2,818,732

仕掛品 263,904 283,358

原材料及び貯蔵品 1,652,017 1,922,026

その他 631,234 747,929

貸倒引当金 △94,309 △97,746

流動資産合計 14,973,556 15,689,372

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,393,284 5,350,290

機械装置及び運搬具（純額） 3,969,651 4,015,970

その他（純額） 2,762,866 2,753,987

有形固定資産合計 12,125,802 12,120,248

無形固定資産 182,360 169,481

投資その他の資産

その他 3,195,422 3,215,247

貸倒引当金 △145,012 △144,862

投資その他の資産合計 3,050,410 3,070,385

固定資産合計 15,358,573 15,360,115

資産合計 30,332,129 31,049,487

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,652,952 6,593,219

短期借入金 3,510,000 3,110,000

未払法人税等 85,448 183,298

賞与引当金 429,438 170,530

その他 4,192,938 4,846,189

流動負債合計 13,870,776 14,903,238

固定負債

長期借入金 2,729,700 2,476,400

退職給付引当金 1,494,810 1,506,998

役員退職慰労引当金 217,302 222,329

その他 1,512,617 1,508,891

固定負債合計 5,954,429 5,714,619

負債合計 19,825,206 20,617,857
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,474,633 1,474,633

資本剰余金 1,707,937 1,707,937

利益剰余金 7,212,986 7,153,715

自己株式 △3,612 △3,664

株主資本合計 10,391,944 10,332,621

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 114,978 99,008

その他の包括利益累計額合計 114,978 99,008

純資産合計 10,506,923 10,431,630

負債純資産合計 30,332,129 31,049,487
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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：千円）

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 11,314,919 11,652,294

売上原価 9,249,748 9,447,088

売上総利益 2,065,170 2,205,205

販売費及び一般管理費 2,067,506 2,084,200

営業利益又は営業損失（△） △2,335 121,005

営業外収益

受取利息 310 187

受取配当金 10,904 10,321

持分法による投資利益 8,718 24,457

その他 14,975 12,222

営業外収益合計 34,909 47,189

営業外費用

支払利息 27,292 25,164

その他 834 443

営業外費用合計 28,126 25,608

経常利益 4,446 142,586

特別利益

固定資産売却益 166 －

株式割当益 19,681 －

その他 189 －

特別利益合計 20,037 －

特別損失

固定資産除却損 13,509 12,005

投資有価証券評価損 25,715 －

特別損失合計 39,224 12,005

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△14,740 130,580

法人税、住民税及び事業税 142,507 179,858

法人税等調整額 △138,647 △135,193

法人税等合計 3,859 44,665

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△18,599 85,915

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,599 85,915
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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：千円)

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△18,599 85,915

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,551 △17,045

持分法適用会社に対する持分相当額 － 1,074

その他の包括利益合計 △15,551 △15,970

四半期包括利益 △34,151 69,945

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,151 69,945

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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