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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（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 2月期第2四半期 1,970 △2.9 357 835.7 335 1,906.2 157 220.3
23年 2月期第2四半期 2,029 △2.0 38 △53.9 16 △76.3 49 △23.4

 

 
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 2月期第2四半期 37.31 － 
23年 2月期第2四半期 11.09 － 

 
（２）連結財政状態 

 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 2月期第2四半期 6,194 1,904 30.7 452.55
23年 2月期 5,519 1,753 31.8 416.81

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期         1,904百万円 23年2月期          1,753百万円 

 
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 2月期 － 0.00 － 0.00 0.00 
24年 2月期 － 0.00    

24年 2月期(予想)   － 5.00 5.00 

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

配当予想の修正の詳細につきましては、平成23年10月12日発表の「平成24年2月期通期連結業績予想及び配当予想の

修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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 4,000 △3.5 550 253.6 500 332.6 300 207.0 71.2

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

業績予想の修正の詳細につきましては、平成23年10月12日発表の「平成24年2月期通期連結業績予想及び配当予想の

修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 



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

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 
 

（３）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・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「四半期連結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連結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。 
 

（４）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2月期2Ｑ 4,646,400株 23年2月期 4,646,400株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 438,342株 23年2月期 438,342株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 4,208,058株 23年2月期2Ｑ 4,420,487株

 
 
 
 
（注意事項） 
・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。 

 

・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）3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。 
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（１）連結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、東日本大震災により被害を受けた供給網の立て直しが進み、製

造業を中心とした生産活動が回復していくのに伴い、製造業や小売業に業績の改善が見られました。また大震災の

影響を受け消費は、一時自粛ムードから弱含みとなったものの、個人消費全般は緩やかな回復傾向が続いておりま

す。しかしながら今後の景気動向は、円高や欧州の通貨危機など依然として不透明な状況が見られます。 

 こうした環境の下、当社においては、お客様の生活機能の回復とともに震災のお見舞いに対するお返し需要が底

堅く推移したこと、お中元の需要も重なったこと、全国各地からの被災地復興支援や被災地復興催事企画などに多

数参加したことにより売上高は第２四半期累計期間で前年同期比97.1％まで回復いたしました。 

生産面におきましては、原材料等の仕入において震災による影響がありましたが６月以降は震災前の水準に回

復しております。利益面については生産性の効率化による売上原価の削減、震災後の節電に対する取り組みなど、

コスト改善努力を継続致しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,970百万円（前年同期比2.9％減）、営業利益は357百万円

（前年同期比835.7％増）、経常利益335百万円（前年同期比1906.2％増）となりました。また東日本大震災にかか

る災害損失213百万円を特別損失として計上した結果、第２四半期純利益は157百万円（前年同期比220.3％増）と

なりました。 

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ86.5％増加し、 百万円となりました。これは主として、現金及び

預金が 百万円増加したこと等によります。 

 なお、固定資産及び繰延資産は前連結会計年度末に比べ大きな増減はありません。  

   

  

 (負債) 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ18.4％増加し、 百万円となりました。これは主として、短期借入

金が 百万円、支払手形及び買掛金が 百万円増加したこと等によります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ6.8％増加し、 百万円となりました。これは主として、長期借入

金が 百万円増加したこと等によります。 

   

  

 (純資産) 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ8.6％増加し、 百万円となりました。これは主として利益剰余金が

百万円増加したこと等によります。 

  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加

し、 百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額 百万円などがあったものの、税金等調整前四半

期純利益 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加額 百万円などがあったため、 百万円の増加

(前年同期比 百万円の増加)となりました。 

  

  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金・保証金の払戻による収入が 百万円、保険積立金の解約による

収入 百万円などがあったものの、定期預金の増加 百万円、有形固定資産の取得による支出額が 百万円な

どがあったため、 百万円の減少(前年同期比 百万円の増加)となりました。 

  

  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出 百万円、社債償還に伴う支出 百万

円があったものの、短期借入金による収入が 百万円、長期借入金による収入が 百万円があったため、

百万円の増加(前年同期比 百万円の増加)となりました。 

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年７月12日に公表いたしました平成24年２月期の連結業績予想につきまして、次のとおり修正しておりま

す。詳細は、平成23年10月12日発表の「平成24年２月期通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

  

通期 連結業績予想値の修正(平成23年３月１日～平成24年２月29日) 

  

  

  

  

  

  

  

619

1,100
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295 108 132 386

248

3

15 40 24

44 98

226 60

159 408 276

405

  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 

前回予想(Ａ) 
 百万円

3,800

百万円

 550

百万円

 500

百万円

 300

 円 銭

 71.20

今回予想(Ｂ)  4,000  550  500  300 71.20

増減額(Ｂ－Ａ)  200  0  0  0 － 

増減率(％)  5.3  0  0  0 － 

(ご参考)前期実績 

(平成23年２月期)  
4,143 155 115  97 22.58
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１. 簡便な会計処理 

 ①繰延税金資産 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方法に

よっております。 

 ②たな卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

  

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ①税金費用の計算 

  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

  

（３）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１四半期連結会計期間より、「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。 

なお、当社の資産除去債務は建物等の賃借契約の原状回復義務に関するものであり、賃借契約に関する敷金

が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代え

て、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち過年度及び当期の負

担に属する金額を損失及び費用に計上する方法を採用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ 百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が 百万円減少して

おります。 

  

  

  

  

  

２．その他の情報

0 5
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,296,796 637,642

受取手形及び売掛金 386,740 190,845

商品及び製品 27,402 49,150

仕掛品 900 225

原材料及び貯蔵品 34,158 42,173

繰延税金資産 5,370 5,568

その他 26,681 28,833

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 1,776,049 952,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,588,961 1,617,021

機械装置及び運搬具（純額） 322,346 323,638

工具、器具及び備品（純額） 119,754 135,570

土地 1,805,705 1,805,705

リース資産（純額） 44,251 47,865

有形固定資産合計 3,881,018 3,929,801

無形固定資産   

リース資産 12,516 15,794

その他 9,505 8,445

無形固定資産合計 22,021 24,239

投資その他の資産   

投資有価証券 132,562 145,923

繰延税金資産 122,782 183,124

その他 277,106 300,343

貸倒引当金 △20,163 △20,163

投資その他の資産合計 512,288 609,228

固定資産合計 4,415,328 4,563,269

繰延資産   

社債発行費 3,259 4,282

繰延資産合計 3,259 4,282

資産合計 6,194,637 5,519,990
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 223,896 91,100

短期借入金 1,985,624 1,899,644

1年内償還予定の社債 132,000 120,000

リース債務 10,804 10,804

未払法人税等 79,690 17,702

賞与引当金 16,757 －

その他 273,096 158,911

流動負債合計 2,721,870 2,298,163

固定負債   

社債 268,000 340,000

長期借入金 880,756 624,958

リース債務 45,962 51,364

退職給付引当金 189,938 271,889

役員退職慰労引当金 183,070 178,974

その他 670 670

固定負債合計 1,568,397 1,467,856

負債合計 4,290,267 3,766,020

純資産の部   

株主資本   

資本金 617,250 617,250

資本剰余金 594,732 594,732

利益剰余金 826,166 669,127

自己株式 △131,323 △131,323

株主資本合計 1,906,825 1,749,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,455 4,183

評価・換算差額等合計 △2,455 4,183

純資産合計 1,904,369 1,753,969

負債純資産合計 6,194,637 5,519,990
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 2,029,669 1,970,583

売上原価 923,895 754,728

売上総利益 1,105,773 1,215,854

販売費及び一般管理費 1,067,537 858,075

営業利益 38,236 357,778

営業外収益   

受取利息 325 223

受取配当金 2,051 797

保険返戻金 － 5,997

その他 3,517 2,888

営業外収益合計 5,893 9,907

営業外費用   

支払利息 25,577 29,381

その他 1,814 2,508

営業外費用合計 27,391 31,890

経常利益 16,738 335,796

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 50,635 －

受取保険金 － 197,872

雇用調整助成金 － 28,110

その他 － 4,904

特別利益合計 50,635 230,888

特別損失   

固定資産除却損 － 72

災害による損失 － 213,138

投資有価証券評価損 － 1,999

退職特別加算金 － 50,490

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,546

賃貸借契約解約損 5,438 －

特別損失合計 5,438 271,247

税金等調整前四半期純利益 61,934 295,437

法人税等 12,900 138,397

少数株主損益調整前四半期純利益 － 157,039

四半期純利益 49,033 157,039
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,254,771 1,387,984

売上原価 530,051 486,083

売上総利益 724,719 901,901

販売費及び一般管理費 594,255 537,914

営業利益 130,464 363,986

営業外収益   

受取利息 79 84

受取配当金 2,051 603

保険返戻金 － 5,997

その他 1,533 1,776

営業外収益合計 3,664 8,462

営業外費用   

支払利息 11,877 14,368

その他 378 1,440

営業外費用合計 12,255 15,809

経常利益 121,873 356,639

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 50,635 －

受取保険金 － －

雇用調整助成金 － 28,110

その他 － 2,792

特別利益合計 50,635 30,902

特別損失   

固定資産除却損 － 72

災害による損失 － 10,651

投資有価証券評価損 － 1,999

賃貸借契約解約損 5,438 －

特別損失合計 5,438 12,723

税金等調整前四半期純利益 167,070 374,819

法人税等 53,717 169,101

少数株主損益調整前四半期純利益 － 205,717

四半期純利益 113,352 205,717
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 61,934 295,437

減価償却費 108,722 108,822

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,600 16,757

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,235 △81,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,021 4,095

受取利息及び受取配当金 △2,376 △1,021

保険返戻金 － △5,997

支払利息 25,577 29,381

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,999

有形固定資産除却損 － 7,187

特別退職金 － 50,490

売上債権の増減額（△は増加） △159,096 △195,895

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,423 29,088

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,475 634

仕入債務の増減額（△は減少） 144,771 132,796

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,163 78,618

その他 △16,667 7,709

小計 175,590 478,153

利息及び配当金の受取額 2,376 1,021

利息の支払額 △26,126 △29,510

特別退職金の支払額 － △50,490

法人税等の支払額 △13,964 △12,302

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,876 386,871

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △25,000 △40,000

有形固定資産の取得による支出 △87,923 △24,702

無形固定資産の取得による支出 － △1,820

投資有価証券の取得による支出 △746 △709

敷金及び保証金の差入による支出 △30,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 1,577 3,767

保険積立金の解約による収入 － 15,493

その他 △344 3,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,436 △44,058

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） △92,000 159,800

長期借入れによる収入 400,000 408,000

長期借入金の返済による支出 △247,846 △226,022

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △103,544 －

配当金の支払額 △22,864 △35

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,154 △5,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,408 276,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △133,969 619,153

現金及び現金同等物の期首残高 664,321 481,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 530,351 1,100,796
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該当事項はありません。  

  

  

  

当社グループの報告セグメントは、フード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１四半期連結会計期間より、「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。  

  

  

（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
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