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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 25,853 2.8 1,740 20.4 1,783 15.3 976 19.3
23年3月期第2四半期 25,139 3.2 1,445 △7.6 1,546 △4.6 818 △3.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,013百万円 （35.6％） 23年3月期第2四半期 747百万円 （―％）

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2四半期 91.98 ―
23年3月期第2四半期 77.11 ―

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 32,394 19,442 60.0 1,832.37
23年3月期 30,687 18,716 61.0 1,763.79
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,442百万円 23年3月期  18,716百万円

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 ― 27.00 27.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 27.00 27.00

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、対前期増減率）

（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

通期 49,360 0.1 1,790 △14.0 1,730 △22.2 790 △28.4 74.45



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料Ｐ. ３「２. サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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予想数値と大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信(添付資料)Ｐ.３「(３)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

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2Q 12,398,400 株 23年3月期 12,398,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,788,048 株 23年3月期 1,786,848 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,611,200 株 23年3月期2Q 10,613,532 株
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（１）連結経営成績に関する分析 

 当第２四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国内経済の低迷に加え、欧州及び

米国の経済不安に伴う円高長期化等により、厳しい経済情勢が続いております。食品業界におきましても、消費者

の生活防衛意識は依然として高く、低価格志向が根強く残っている状況であります。 

 このような環境のもと、当社グループでは平成24年３月期を初年度とする中期３ヶ年経営計画を策定し、「価値

創造企業への挑戦」の経営ビジョンのもと事業を展開しております。当第２四半期連結累計期間におきましては、

お客様への商品価値の訴求に努めるとともに、テレビＣＭや商品パッケージの切替え等を通じて、新コーポレート

ステートメント及びロゴの浸透を図り、「エバラ食品の価値」を総合的に訴求することでエバラ食品のファンの拡

大に努めました。なお、平成23年２月に発売した『黄金の味 具だくさん』については、引続き大きく売上げを伸

ばしており、当第２四半期連結累計期間の業績を支える商品として成長しております。 

 こうした結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、家庭用商品が好調に推移したこと

により、258億53百万円（前年同期比2.8％増）となりました。利益面においては、売上高の増加に加え、販管費の

抑制が進んだ結果、営業利益は17億40百万円（前年同期比20.4％増）、経常利益は17億83百万円（前年同期比

15.3％増）、四半期純利益は９億76百万円（前年同期比19.3％増）となりました。 

 事業におけるセグメントの概況は、以下のとおりであります。 

  

（食品事業） 

 家庭用商品につきましては、肉まわり調味料群、鍋物調味料群、野菜まわり調味料群が好調に推移したことによ

り、前年同期売上高を上回りました。 

 肉まわり調味料群では、『黄金の味 具だくさん』が好調に推移したことにより、既存の『焼肉のたれ』及び

『黄金の味』は前年同期実績に届かなかったものの、肉まわり調味料群全体としては前年同期売上高を上回りまし

た。鍋物調味料群につきましては、前年度からのプロモーション効果が持続し、家庭での使用機会が増加した『す

き焼のたれ』が堅調に推移したため、前年同期売上高を上回りました。また、新商品の『ラーメンスープ鍋の素』

も好調な滑り出しを見せております。野菜まわり調味料群におきましても、『浅漬けの素』が子供に野菜を食べさ

せたい小さな子供を持つ世帯へのプロモーションが奏功したことにより、前年度に引続き大きく伸長し、前年同期

売上高を上回りました。その他群につきましては、チルド商品の取扱いを持分法適用会社に移管したことにより、

前年同期売上高を下回る結果となりました。 

 業務用商品につきましては、その他群において家庭用商品と連動した『浅漬けの素』が好調な売上げとなったも

のの、肉まわり調味料群及びスープ群が売上げを伸ばすことができず、前年同期売上高を下回りました。 

 以上の結果、食品事業の売上高は232億95百万円（前年同期比2.2％増）となりました。  

（その他事業） 

 その他事業につきましては、東日本大震災の影響により取引が減少した広告宣伝事業及び人材派遣事業が前年同

期を下回る売上げとなったものの、物流事業が新規顧客との取引を拡大し売上げを伸ばした結果、その他事業の売

上高は25億57百万円（前年同期比8.6％増）となりました。 

  

 売上高の内訳は以下のとおりとなります。 

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業名称及び商品群名 
前第２四半期連結累計期間

 （百万円）  

当第２四半期連結累計期間 

 （百万円）  

増減率  

 （％） 

食品事業  22,783  23,295  2.2

   家庭用商品  18,155  18,694  3.0

    肉まわり調味料群  10,007  10,224  2.2

    鍋物調味料群  3,428  3,675  7.2

    野菜まわり調味料群  3,184  3,623  13.8

    その他群  1,534  1,172  △23.6

   業務用商品  4,628  4,600  △0.6

    肉まわり調味料群  1,472  1,456  △1.1

    スープ群  1,826  1,733  △5.1

    その他群  1,329  1,411  6.1

その他事業（広告宣伝事業、物流事業、人材派遣事業）  2,355  2,557  8.6



  

（２）連結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２四半期末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ17億６百万円増加して323億94百万円となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金が13億９百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ９億81百万円増加して129億51百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が５億40百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ７億25百万円増加して194億42百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が６億89百万円増加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２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ２億51百万円

増加して61億86百万円となりました。 

 当第２四半期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、10億40百万円（前年同四半期は６億68百万円の獲得）となりました。これは税

金等調整前四半期純利益17億75百万円を計上し、売上債権の増加額が13億13百万円であったものの、仕入債務の増

加額が５億40百万円であっ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） 

 投資活動の結果使用した資金は、５億２百万円（前年同四半期は11億38百万円の使用）となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出４億４百万円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、２億86百万円（前年同四半期は２億80百万円の使用）となりました。これは配

当金の支払額２億84百万円と自己株式の取得による支出1百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点では平成23年５月13日に公表いたしました通期業績予想に変更はございません。詳細につきましては、本

日（平成23年10月31日）公表の「平成24年３月期第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知ら

せ」をご参照ください。なお、今後の業績動向により通期の業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開

示いたします。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂 

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,294,081 6,757,849

受取手形及び売掛金 7,764,806 9,074,744

有価証券 1,088,202 1,000,022

商品及び製品 1,242,285 1,386,119

原材料及び貯蔵品 392,477 368,357

繰延税金資産 390,211 389,137

その他 585,616 602,575

貸倒引当金 △4,247 △4,375

流動資産合計 17,753,434 19,574,431

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,008,831 3,008,831

その他（純額） 5,529,597 5,513,808

有形固定資産合計 8,538,429 8,522,639

無形固定資産 363,287 326,118

投資その他の資産   

投資有価証券 2,114,708 2,100,342

長期貸付金 14,231 12,548

繰延税金資産 1,227,111 1,201,210

その他 739,583 720,269

貸倒引当金 △63,721 △63,526

投資その他の資産合計 4,031,914 3,970,844

固定資産合計 12,933,631 12,819,602

資産合計 30,687,065 32,394,034



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,679,628 6,220,419

短期借入金 166,404 166,404

未払金 1,114,373 1,287,693

未払法人税等 562,347 799,084

賞与引当金 253,885 285,902

販売促進引当金 505,107 536,810

災害損失引当金 56,968 3,599

その他 576,755 530,057

流動負債合計 8,915,470 9,829,971

固定負債   

退職給付引当金 2,753,749 2,827,130

資産除去債務 11,404 11,483

その他 289,885 283,367

固定負債合計 3,055,039 3,121,981

負債合計 11,970,509 12,951,952

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,387,136 1,387,136

資本剰余金 1,655,257 1,655,257

利益剰余金 17,500,107 18,189,595

自己株式 △1,857,573 △1,859,235

株主資本合計 18,684,926 19,372,752

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43,688 81,836

為替換算調整勘定 △12,059 △12,508

その他の包括利益累計額合計 31,629 69,328

純資産合計 18,716,555 19,442,081

負債純資産合計 30,687,065 32,394,034



（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４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 25,139,504 25,853,006

売上原価 12,776,350 13,085,431

売上総利益 12,363,153 12,767,574

販売費及び一般管理費 10,917,471 11,027,451

営業利益 1,445,682 1,740,122

営業外収益   

受取利息 13,566 13,259

受取配当金 15,734 16,135

受取賃貸料 11,943 18,706

その他 61,747 20,392

営業外収益合計 102,991 68,494

営業外費用   

支払利息 1,991 1,826

持分法による投資損失 － 22,395

その他 381 1,259

営業外費用合計 2,373 25,481

経常利益 1,546,301 1,783,135

特別利益   

固定資産売却益 － 722

災害損失引当金戻入額 － 11,838

特別利益合計 － 12,561

特別損失   

固定資産売却損 650 －

固定資産除却損 12,245 9,947

投資有価証券評価損 － 10,341

ゴルフ会員権評価損 1,370 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,291 －

特別損失合計 53,556 20,289

税金等調整前四半期純利益 1,492,744 1,775,407

法人税等 674,383 799,406

少数株主損益調整前四半期純利益 818,360 976,000

四半期純利益 818,360 976,000



（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 818,360 976,000

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,936 38,148

為替換算調整勘定 △14,105 △449

その他の包括利益合計 △71,041 37,699

四半期包括利益 747,319 1,013,699

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 747,319 1,013,699

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30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 1,492,744 1,775,407

減価償却費 623,653 581,298

固定資産除却損 12,245 9,947

固定資産売却損益（△は益） 650 △722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,291 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,059 △67

退職給付引当金の増減額（△は減少） 99,085 73,380

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,336 32,017

販売促進引当金の増減額（△は減少） 117,203 31,703

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △53,369

受取利息及び受取配当金 △29,300 △29,395

支払利息 1,991 1,826

持分法による投資損益（△は益） － 22,395

売上債権の増減額（△は増加） △1,946,428 △1,313,742

たな卸資産の増減額（△は増加） 156,919 △119,769

仕入債務の増減額（△は減少） 735,523 540,823

未払消費税等の増減額（△は減少） 103,655 △54,258

長期未払金の増減額（△は減少） △94,811 △6,720

未払金の増減額（△は減少） △72,509 78,669

その他 △90,688 △4,059

小計 1,149,947 1,575,706

利息及び配当金の受取額 25,925 27,309

利息の支払額 △2,355 △1,826

法人税等の支払額 △504,593 △560,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 668,923 1,040,621

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入 4,002 4,096

貸付けによる支出 △9,300 △5,500

定期預金の払戻による収入 110,000 30,100

定期預金の預入による支出 △12,130 △542,000

投資有価証券の償還による収入 － 300,000

投資有価証券の取得による支出 △21,404 △4,157

有価証券の償還による収入 600,000 890,143

有価証券の取得による支出 △100,228 △499,770

有形固定資産の売却による収入 67 938

有形固定資産の取得による支出 △1,548,104 △404,150

無形固定資産の取得による支出 △254,481 △18,671

関係会社株式の取得による支出 － △250,000

ゴルフ会員権の取得による支出 △28,000 △3,500

その他 121,035 149

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,138,543 △502,321



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △278,454 △284,820

自己株式の取得による支出 △1,581 △1,662

財務活動によるキャッシュ・フロー △280,036 △286,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,000 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △751,656 251,818

現金及び現金同等物の期首残高 6,065,167 5,935,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,313,511 6,186,920



該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは食品事業を主な業務としており、「食品事業」を報告セグメントとしております。 

 「食品事業」は肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、スープ等の製造及び販売事業をしており

ます。 

   

  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報                    

                                                           （単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告宣伝事業、物流事業、人材

派遣事業を集約しております。 

  

  ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

    内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  ４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     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）セグメント情報等

  
  

報告セグメント 
  

その他 
（注）  

  
合計 

食品事業 

売上高                  

 外部顧客に対する売上高  22,783,976  2,355,527  25,139,504

 セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  22,783,976  2,355,527  25,139,504

セグメント利益  1,529,735  76,057  1,605,792

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  1,529,735

「その他」の区分の利益   76,057

全社費用（注）  △160,110

四半期連結損益計算書の営業利益  1,445,682



 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

  １．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは食品事業を主な業務としており、「食品事業」を報告セグメントとしております。 

 「食品事業」は肉まわり調味料、鍋物調味料、野菜まわり調味料、スープ等の製造及び販売事業をしており

ます。 

   

    ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                                         （単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告宣伝事業、物流事業、人材 

   派遣事業を集約しております。 

  

    ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

        容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

    ４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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。 

  

  

報告セグメント 
その他 
（注）  

合計 

食品事業 

売上高                  

 外部顧客に対する売上高  23,295,539  2,557,466  25,853,006

 セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  23,295,539  2,557,466  25,853,006

セグメント利益  1,830,704  91,594  1,922,298

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  1,830,704

「その他」の区分の利益  91,594

全社費用（注）  △182,175

四半期連結損益計算書の営業利益  1,740,122

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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