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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年２月１日～平成23年７月31日） 

（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２四半期 3,831     19.5 326    20.3 336    15.1 188    17.8

23年 １月期第２四半期 3,207    △0.9 271    35.9 292    38.2 160    41.1

 

 
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２四半期 19.76 －

23年 １月期第２四半期 16.76 －

（２）財政状態 

 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

24年 ３月期第２四半期 9,043 7,394 81.8 773.67

23年 １月期 9,102 7,331 80.5 767.08

(参考)自己資本 24年３月期第２四半期 7,394 百万円 23年１月期        7,331 百万円 

 

２．配当の状況 

 
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 １月期 － 0.00 － 13.00 13.00

24年 ３月期 － 0.00  

24年 ３月期(予想)   － 10.00 10.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

(注)23 年１月期の１株当たり配当額には、設立 50 周年記念配当３円を含んでおります。また、24 年３月期の配当予想は、決算期の変更に伴い、

14か月の変則決算を前提としております。 

 

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年２月１日～平成24年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 8,490   － 530   － 550    － 310   － 32.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無  

(注)当期は決算期の変更（１月31日を３月31日）に伴い、平成23年２月１日から平成24年３月31日までの14か月の変則決算となります。 

通期業績予想につきましては平成23年２月１日から平成24年３月31日までの14か月の業績予想としておりますので、対前年増減比率は

掲載しておりません。 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】３ページ「２.その他の情報」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 

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。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 9,610,000株 23年１月期 9,610,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 52,480株 23年１月期 51,980株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期２Ｑ 9,557,703株 23年１月期２Ｑ 9,558,432株
 

※四半期レビュー手続き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】２ページ「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」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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災で一時的に落ち込んだ生産活動が持ち直し、輸出に

上向きの動きが見られたものの、世界的な景気の減速、円高の進行、電力供給量の制約問題、原発事故の長期化な

ど懸念材料が多いなか、先行き不透明な状況が続いております。  

 食品業界におきましては、震災後、消費者の生活防衛意識の高まりにより、節約志向が強まっており、猛暑によ

る需要の減退も相まって、同業他社との低価格競争が激化し厳しい経営環境にあります。  

 このような状況に対応するため、当社は主力製品である棒ラーメン、長崎皿うどん、長崎ちゃんぽん等の販売強

化及び新製品の積極的な市場投入等により営業基盤の強化を図るとともに、適正な価格での販売努力を行い、安定

的な業績を実現すべく収益向上に努めました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は、3,831百万円（前年同期比19.5％増）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は326百万円（前年同期比20.3％増）、経常利益は336百万円（前年同期

比15.1％増）、四半期純利益は188百万円（前年同期比17.8％増）となりました。  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、58百万円減少しました。これは主に現金及

び預金が197百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が348百万円減少したこと等によるものであります。  

 また、負債は、前事業年度末に比べ、121百万円減少しました。これは主に未払金が69百万円減少したこと等

によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて

1,047百万円増加し、資金残高は1,516百万円となりました。 

  

 当第２四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） 

 営業活動の結果得られた資金は438百万円となり、前年同期と比べ219百万円増加しました。これは主に仕入債

務が増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は735百万円となり、前年同期と比べ1,514百万円増加しました。これは主に有価

証券の取得及び定期預金の預入による支出が減少したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は124百万円となり、前年同期と比べ29百万円増加しました。これは主に配当金

の支払額が増加したこと等によるものであります。 

   

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年3月期の通期業績予想につきましては、平成23年6月10日に公表しました業績予想に変更ありません。 

   

１．当四半期決算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 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

②繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前事業年度末から著しい変化がな

いと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予想及びタックス・プランニングを利用しており

ます。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。 

これによる損益に与える影響はありません 

   

  

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２四半期会計期間末 
(平成23年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,360,811 1,163,301

受取手形及び売掛金 1,680,337 2,028,765

有価証券 2,805,540 2,707,421

商品及び製品 93,013 116,252

仕掛品 36,493 27,165

原材料及び貯蔵品 125,004 110,371

繰延税金資産 30,104 26,192

その他 67,683 40,172

流動資産合計 6,198,989 6,219,641

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 282,979 271,792

機械及び装置（純額） 276,059 196,367

土地 893,267 893,267

建設仮勘定 20,430 50,300

その他（純額） 45,349 44,426

有形固定資産合計 1,518,086 1,456,154

無形固定資産 30,317 23,645

投資その他の資産   

投資有価証券 993,202 1,101,830

関係会社社債 199,324 199,148

繰延税金資産 37,922 34,174

その他 69,255 71,341

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 1,296,204 1,402,994

固定資産合計 2,844,608 2,882,794

資産合計 9,043,597 9,102,436



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 872,311 920,856

短期借入金 40,000 42,000

未払金 345,330 414,576

未払法人税等 150,110 144,340

賞与引当金 38,996 29,069

その他 59,249 73,028

流動負債合計 1,505,998 1,623,870

固定負債   

退職給付引当金 106,827 106,172

役員退職慰労引当金 36,394 40,638

固定負債合計 143,221 146,810

負債合計 1,649,220 1,770,680

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 3,486,478 3,421,909

自己株式 △30,842 △30,645

株主資本合計 7,434,977 7,370,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,600 △38,850

評価・換算差額等合計 △40,600 △38,850

純資産合計 7,394,377 7,331,755

負債純資産合計 9,043,597 9,102,436



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 3,207,664 3,831,826

売上原価 1,756,128 2,080,421

売上総利益 1,451,535 1,751,405

販売費及び一般管理費 1,180,412 1,425,112

営業利益 271,123 326,292

営業外収益   

受取利息 12,367 11,471

受取配当金 8,383 4,117

その他 7,211 8,960

営業外収益合計 27,961 24,549

営業外費用   

支払利息 146 139

たな卸資産廃棄損 5,384 9,950

その他 1,037 4,087

営業外費用合計 6,567 14,178

経常利益 292,517 336,664

特別利益   

有価証券償還益 － 10,360

特別利益合計 － 10,360

特別損失   

固定資産売却損 － 36

固定資産除却損 163 12,561

投資有価証券売却損 374 3

投資有価証券評価損 724 －

特別損失合計 1,262 12,601

税引前四半期純利益 291,254 334,422

法人税、住民税及び事業税 123,836 145,340

法人税等調整額 7,188 258

法人税等合計 131,024 145,599

四半期純利益 160,230 188,823



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 1,475,542 1,626,991

売上原価 822,441 912,177

売上総利益 653,101 714,813

販売費及び一般管理費 567,938 662,355

営業利益 85,163 52,457

営業外収益   

受取利息 6,219 5,914

受取配当金 4,208 3,877

その他 3,408 3,423

営業外収益合計 13,836 13,215

営業外費用   

支払利息 55 54

たな卸資産廃棄損 3,136 7,580

その他 1,000 1,378

営業外費用合計 4,192 9,013

経常利益 94,807 56,659

特別損失   

固定資産売却損 － 36

固定資産除却損 72 12,297

投資有価証券売却損 374 －

投資有価証券評価損 19 －

特別損失合計 466 12,334

税引前四半期純利益 94,341 44,325

法人税、住民税及び事業税 36,386 16,660

法人税等調整額 8,810 6,838

法人税等合計 45,196 23,498

四半期純利益 49,144 20,826



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７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 291,254 334,422

減価償却費 31,730 32,903

長期前払費用償却額 610 416

ソフトウエア償却費 1,989 3,393

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,766 9,927

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,800 △25,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,100 654

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,255 △4,243

受取利息及び受取配当金 △20,750 △15,589

有価証券償還損益（△は益） － △10,360

投資有価証券売却損益（△は益） 374 3

投資有価証券評価損益（△は益） 724 －

支払利息 146 139

有形固定資産売却損益（△は益） － 36

有形固定資産除却損 163 12,561

売上債権の増減額（△は増加） 371,555 348,428

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,316 △126

仕入債務の増減額（△は減少） △214,282 △48,544

未払金の増減額（△は減少） △45,992 △74,146

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,853 △3,640

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,543 △27,034

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,338 12,829

その他の固定資産の増減額（△は増加） △1,123 31,745

小計 364,145 577,882

法人税等の支払額 △145,127 △139,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 219,018 438,224

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,200,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 1,500,000 750,000

従業員に対する長期貸付けによる支出 △741 △25

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 787 504

有価証券の取得による支出 △1,100,000 －

有価証券の売却及び償還による収入 42,000 312,000

投資有価証券の取得による支出 △15,388 △1,898

投資有価証券の売却及び償還による収入 91 48

有形固定資産の取得による支出 △19,680 △138,082

有形固定資産の売却による収入 － 47

無形固定資産の取得による支出 △7,100 △3,065

利息及び配当金の受取額 21,115 16,451

投資活動によるキャッシュ・フロー △778,915 735,980

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） △2,000 △2,000

利息の支払額 △146 △139

自己株式の取得による支出 △39 △197

配当金の支払額 △95,278 △124,333

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,463 △126,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △191 △266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △657,551 1,047,268

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,975 469,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 512,423 1,516,353



該当事項はありません。 

  

  

当社は食品製造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。  

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

販売品目別販売実績   

    (単位千円、単位未満切捨）

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．参考情報

  
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

増減 

（自 平成22年２月１日
至 平成22年７月31日）（自 平成23年２月１日

至 平成23年７月31日）
  金額 構成比 

（％）  金額 構成比 
（％）  金額 増減率 

（％）  

棒状ラーメン  849,448  26.5  1,010,346  26.4  160,897  18.9

カップめん   1,240,723  38.7  1,671,932  43.6  431,209  34.8

袋めん   1,111,346  34.6  1,141,966  29.8  30,619  2.8

その他  6,145  0.2  7,581  0.2  1,435  23.4

合計   3,207,664  100.0  3,831,826  100.0  624,162  19.5
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