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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 63,631 △0.7 2,638 △15.0 2,388 △6.7 970 44.1
23年3月期第2四半期 64,085 2.1 3,102 19.8 2,560 17.7 673 △45.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,088百万円 （10.5％） 23年3月期第2四半期 985百万円 （―％）

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 27.93 ―
23年3月期第2四半期 19.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 100,926 27,740 27.5
23年3月期 94,970 26,916 28.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  27,740百万円 23年3月期  26,916百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ― 7.00
24年3月期（予想） ― 7.00 14.00

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 126,500 △0.2 5,000 △6.6 4,500 △3.2 2,250 80.0 64.74

Administrator
コーポレートシンボル



(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が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年５月13日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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、発表日現在において入手
可能な情報及び合理的と判断される前提に基づくものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる場合があります。上記業績予想に関する事項につ
きましては、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）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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2Q 34,885,585 株 23年3月期 34,885,585 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 134,829 株 23年3月期 108,319 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 34,754,677 株 23年3月期2Q 34,790,363 株
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ヱスビー食品㈱（2805）平成24年３月期　第２四半期決算短信

 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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後に急速に落ち込んだのち、サ
プライチェーンの回復とともに徐々に持ち直してきたものの、電力供給問題や原発事故の影響、さ
らには欧米経済の先行き不安に起因する円高などの厳しい環境にありました。
食品業界におきましても、大震災による影響が残るなかで、生産・供給体制の速やかな復旧に努

めますとともに、今まで以上に食品の安全性への対応が求められました。
このような状況のなかで、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、企業

理念「真の顧客満足の追求」のもと、お客様の視点に立って、当社グループの強みでありますスパ
イスとハーブを核とした事業活動を推進してまいりました。「お客様の声」を製品の研究開発や改
良・改善に活かしますとともに、安全・安心でお客様の要望する価値ある製品をお届けいたします
ため、生産履歴に関する情報システムの充実や生産現場での作業品質の向上を進めるなど、安全・
安心を支える体制の一層の強化と生産性の向上に努めてまいりました。特に、製品の安定供給に努
め、食品メーカーとしての社会的使命を果たすべく活動してまいりました。

（前年同期比99.3％）となりました。

セグメント別の業績は、以下の通りであります。
①食料品事業

た。

②その他
その他の売上高は、前年同期比31百万円増の54億50百万円（同100.6％）となりました。

報」をご参照ください。

利益面におきましては、営業利益は前年同期比４億63百万円減の26億38百万円（同85.0％）、経
常利益は前年同期比１億72百万円減の23億88百万円（同93.3％）となりましたが、四半期純利益は

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比４億53百万円減の636億31百万円

食料品事業の売上高は、前年同期比４億85百万円減の581億80百万円（同99.2％）となりまし

なお、セグメント及び製品区分別の連結売上高の詳細につきましては、９ページ「３．補足情

2

常利益は前年同期比１億72百万円減の23億88百万円（同93.3％）となりましたが、四半期純利益は
投資有価証券評価損が減少したことなどから、前年同期比２億97百万円増の９億70百万円(同144.1
％）となりました。

（2）連結財政状態に関する定性的情報

によるものであります。

は主に、短期借入金の増加33億９百万円などがあったことによるものであります。

の結果、自己資本比率は27.5％となりました。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

更を行っておりません。
たしましたことから、平成23年５月13日に発表いたしました通期の連結業績予想につきまして、変

純資産は、前連結会計年度末と比較して８億23百万円増加し、277億40百万円となりました。こ

通期の業績につきましては、市場環境の状況をはじめ、震災とそれに由来する諸問題など引き
続き不透明な要因がございますが、当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね計画通りに推移い

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して59億55百万円増加し、
1,009億26百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加41億21百万円などがあったこと

負債は、前連結会計年度末と比較して51億31百万円増加し、731億85百万円となりました。これ

2
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２．四半期連結財務諸表 
(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 13,947 18,069

受取手形及び売掛金 23,599 24,945

商品及び製品 4,207 5,455

仕掛品 1,339 1,333

原材料及び貯蔵品 3,750 3,321

その他 9,175 9,014

貸倒引当金 △1,116 △1,060

流動資産合計 54,903 61,079

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,657 10,386

機械装置及び運搬具（純額） 4,976 4,752

土地 10,219 10,106

その他（純額） 1,655 1,988

有形固定資産合計 27,509 27,233

無形固定資産   

のれん 26 24

その他 527 551

無形固定資産合計 553 576

投資その他の資産   

投資有価証券 4,280 4,344

その他 8,502 8,457

貸倒引当金 △778 △765

投資その他の資産合計 12,003 12,036

固定資産合計 40,067 39,846

資産合計 94,970 100,926
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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 10,885 11,672

短期借入金 21,980 25,290

未払法人税等 675 894

賞与引当金 1,184 1,203

その他 9,538 10,350

流動負債合計 44,264 49,411

固定負債   

長期借入金 14,269 13,974

退職給付引当金 6,002 5,999

債務保証損失引当金 218 252

資産除去債務 140 141

その他 3,158 3,405

固定負債合計 23,789 23,774

負債合計 68,053 73,185

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,744 1,744

資本剰余金 5,344 5,344

利益剰余金 23,793 24,524

自己株式 △81 △102

株主資本合計 30,800 31,510

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 194 322

土地再評価差額金 △4,031 △4,035

為替換算調整勘定 △46 △57

その他の包括利益累計額合計 △3,883 △3,770

純資産合計 26,916 27,740

負債純資産合計 94,970 100,926
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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２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

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 64,085 63,631

売上原価 35,872 36,009

売上総利益 28,212 27,622

販売費及び一般管理費   

販売促進費 14,575 14,691

その他 10,534 10,292

販売費及び一般管理費合計 25,110 24,983

営業利益 3,102 2,638

営業外収益   

受取利息 39 45

受取配当金 59 59

不動産賃貸料 24 24

貸倒引当金戻入額 － 4

その他 82 94

営業外収益合計 206 228

営業外費用   

支払利息 339 332

貸倒引当金繰入額 369 103

為替差損 26 23

その他 13 19

営業外費用合計 748 478

経常利益 2,560 2,388

特別利益   

固定資産売却益 0 2

貸倒引当金戻入額 4 －

債務保証損失引当金戻入額 12 －

ゴルフ会員権償還益 － 1

その他 0 －

特別利益合計 18 3

特別損失   

固定資産除却損 28 15

減損損失 10 164

投資有価証券評価損 1,336 153

ゴルフ会員権評価損 3 22

貸倒引当金繰入額 0 4

債務保証損失引当金繰入額 － 33

災害による損失 － 27

その他 74 27

特別損失合計 1,453 449

税金等調整前四半期純利益 1,124 1,942

法人税、住民税及び事業税 462 966

法人税等調整額 △11 5

法人税等合計 450 972

少数株主損益調整前四半期純利益 673 970

四半期純利益 673 970
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(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：百万円）

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 673 970

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 326 128

為替換算調整勘定 △14 △10

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 312 117

四半期包括利益 985 1,088

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 985 1,088

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,124 1,942

減価償却費 1,378 1,252

減損損失 10 164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △47

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 137 △3

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △12 33

受取利息及び受取配当金 △99 △104

支払利息 339 332

有形固定資産除却損 25 11

投資有価証券評価損益（△は益） 1,336 153

ゴルフ会員権評価損 3 22

災害損失 － 23

売上債権の増減額（△は増加） △2,969 △1,345

たな卸資産の増減額（△は増加） △647 △816

その他の資産の増減額（△は増加） 930 255

仕入債務の増減額（△は減少） △736 769

その他の負債の増減額（△は減少） 215 574

その他 2 △1

小計 1,071 3,235

利息及び配当金の受取額 100 104

利息の支払額 △344 △344

法人税等の支払額 △1,381 △751

営業活動によるキャッシュ・フロー △553 2,244

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △692 △798

有形固定資産の売却による収入 6 21

無形固定資産の取得による支出 △76 △89

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 1 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △500 25

長期貸付けによる支出 △360 △360

長期貸付金の回収による収入 421 361

その他 3 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,196 △819

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） 2,114 3,060

長期借入れによる収入 2,350 2,170

長期借入金の返済による支出 △2,123 △2,214

配当金の支払額 △243 △244

その他 △26 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,071 2,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 304 4,135

現金及び現金同等物の期首残高 14,203 13,914

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,508 18,049

ヱスビー食品㈱（2805）平成24年３月期　第２四半期決算短信
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（4）継続企業の前提に関する注記

　　 該当事項はありません。

（5）セグメント情報等

　 （セグメント情報）

　　 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:百万円)

報告セグメント

食料品事業

 売上高
 　外部顧客への売上高 58,666 5,419 64,085          － 64,085 

　 セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

58,677 5,435 64,113 △28 64,085 
 セグメント利益 2,820 259 3,079 23 3,102 

（注）１.「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調理済食品、外食
  　   　事業を含んでおります。
　　　２.セグメント利益の調整額23百万円には、セグメント間取引消去23百万円が含まれており
  　   　ます。
　　　３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　 ２．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。

　　 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:百万円)

報告セグメント

食料品事業

 売上高
 　外部顧客への売上高 58,180 5,450 63,631          － 63,631 

　 セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

58,191 5,465 63,657 △25 63,631 
 セグメント利益 2,383 232 2,615 23 2,638 

（注）１.「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調理済食品、外食
  　   　事業を含んでおります。
　　　２.セグメント利益の調整額23百万円は、セグメント間取引消去23百万円であります。
　　　３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　 ２．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
　　　　 （固定資産に係る重要な減損損失）
　　　　　　 「食料品事業」セグメントにおいて、地価の継続的な下落等により回収可能価額が帳簿価
　　　 　　額を下回っている遊休資産に関し、減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計
　　　　 　上額は、当第２四半期連結累計期間においては164百万円であります。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　 該当事項はありません。

         －

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

11 16 28 △28          －

 計

 計

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

10 15 25 △25 
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 ３．補足情報

セグメント及び製品区分別連結売上高

ます。
（単位：百万円）

前第２四半期
（累計）

当第２四半期
（累計）

増減額 増減の主な要因

58,666 58,180 △485 

9,800 9,697 △102 フレッシュハーブ等（減少）

15,730 16,229 498 即席カレー（増加）

15,517 15,276 △241 ラー油製品等（減少）

17,617 16,976 △640 米飯等（減少）

5,419 5,450 31 調理済食品（増加）

当第２四半期（累計）におけるセグメント及び製品区分別の連結売上高は以下の通りであり

　その他

セグメント及び製品区分

　食料品事業

　　スパイス＆ハーブ

　　即席

　　香辛調味料

　　インスタント食品その他

9

64,085 63,631 △453 計
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