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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 11,854 △9.3 23 △96.0 62 △90.2 89 △77.4
23年3月期第2四半期 13,068 △1.0 585 △19.4 634 △18.4 397 △14.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 117百万円 （32.5％） 23年3月期第2四半期 361百万円 （―％）

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 5.40 ―
23年3月期第2四半期 23.86 ―

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 30,811 26,597 86.3
23年3月期 31,478 26,783 85.1
（参考） 自己資本 24年3月期第2四半期 26,597百万円 23年3月期 26,783百万円

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 ― 10.00 ― 14.00 24.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 14.00 24.00

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 ： 有

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 25,400 △3.5 500 △60.2 600 △55.7 400 △18.7 24.04



(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いません。

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は、今
後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料３ページを参照してください。

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 18,532,856 株 23年3月期 18,532,856 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,968,894 株 23年3月期 1,865,327 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 16,637,718 株 23年3月期2Q 16,672,145 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、夏期の電力供給制限などによる生産活動の落ち

込みや消費者マインドの低下に加え、欧州の金融不安や長期化する円高などの影響から、先行きが極め

て不透明な状況で推移しました。

当社の関連する製菓製パン業界におきましては、景気の先行きに対する不安から、消費者の節約・低

価格志向が継続する一方で、原料や燃料の価格が上昇するなど厳しい環境が続きました。

このような中で当社グループは、電力制限のもとでの商品の安定供給に努めるとともに、主力商品の

販売強化に取り組みました。しかしながら、製パン業界における新製品発売の抑制や販売アイテムの絞

り込みが急激であったため、業務用製品全般の売上が減少し、当第２四半期連結累計期間の売上高は

118億５千４百万円と前年同四半期比90.7％、12億１千３百万円の減収となりました。利益につきまし

ては、減収の幅が大きかったことと原材料価格の上昇により、営業利益は２千３百万円と前年同四半期

比4.0％、５億６千１百万円の減益、経常利益は６千２百万円と前年同四半期比9.8％、５億７千２百万

円の減益となりました。四半期純利益は８千９百万円と前年同四半期比22.6％、３億８百万円の減益と

なりました。

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は308億１千１百万円と前連結会計年度末に比べ６億

６千７百万円の減少となりました。主な要因は、たな卸資産の製品が７千４百万円増加したことと、売

上高の減少により受取手形及び売掛金が４億１千３百万円、減価償却費の計上などにより有形固定資産

が２億８千１百万円減少したことによるものです。

負債合計は42億１千３百万円と前連結会計年度末に比べ４億８千万円の減少となりました。主な要因

は、賞与引当金が４千６百万円増加したことと、未払金の支払い等により流動負債その他が２億２千１

百万円減少したことによるものです。

純資産合計は265億９千７百万円と前連結会計年度末に比べ１億８千６百万円の減少となりました。

主な要因は、利益剰余金が１億４千３百万円減少し、自己株式が７千万円、その他有価証券評価差額金

が２千７百万円増加したことによるものです。

次に、当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動で得られた８億３千５百万

円、投資活動で支出した資金５億５千３百万円、財務活動で支出した資金３億７百万円により、残高は

98億５千６百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動で得られた資金は８億３千５百万円（前年同四半期８億８千７百万円の収入）で、主な増加

内訳は税金等調整前四半期純利益１億４千万円と減価償却費５億９千３百万円、売上債権の減少により

４億１千３百万円、減少内訳は仕入債務の減少による１億２千９百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で支出した資金は５億５千３百万円（前年同四半期５億８千９百万円の支出）で、主な減少

内訳は有形固定資産の取得による支出５億４千７百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で支出した資金は３億７百万円（前年同四半期２億３千７百万円の支出）で、主なものは配

当金の支払額２億３千３百万円であります。

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

- 2 -

ソントン食品工業㈱（2898）　　平成24年３月期　第２四半期決算短信



下半期は業務用製品の拡売キャンペーンなどにより増収を見込むものの、上半期の減収の影響から、

通期の売上高は前回予想を下回る見込みです。利益項目につきましては、下半期での大幅な回復を見込

みますが、上半期での減益と予想を上回る原料や燃料の価格推移から、営業利益、経常利益及び当期純

利益ともに前回予想を下回る見込みです。

なお、「業績予想の修正に関するお知らせ」を本日公開いたしておりますので、ご参照ください。

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。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 26,400 850 950 600 36.00

今回修正予想（Ｂ） 25,400 500 600 400 24.04

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 △350 △350 △200 ―

増減率（％） △3.8 △41.2 △36.8 △33.3 ―

（ご参考）前期実績
（平成23年３月期）

26,316 1,257 1,353 491 29.51

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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４．四半期連結財務諸表
（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 5,104 5,076

受取手形及び売掛金 5,067 4,654

有価証券 6,277 6,279

製品 714 789

仕掛品 67 63

原材料及び貯蔵品 1,252 1,312

繰延税金資産 332 276

その他 33 29

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 18,830 18,463

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,892 3,888

機械装置及び運搬具（純額） 3,220 2,927

土地 2,673 2,673

建設仮勘定 16 16

その他（純額） 111 126

有形固定資産合計 9,913 9,631

無形固定資産 108 90

投資その他の資産

投資有価証券 873 920

繰延税金資産 627 656

その他 1,124 1,047

投資その他の資産合計 2,625 2,625

固定資産合計 12,647 12,347

資産合計 31,478 30,811
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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

買掛金 1,483 1,354

未払法人税等 61 61

賞与引当金 284 330

災害損失引当金 143 23

その他 1,187 966

流動負債合計 3,160 2,735

固定負債

退職給付引当金 1,309 1,269

役員退職慰労引当金 147 150

繰延税金負債 26 2

その他 50 56

固定負債合計 1,533 1,478

負債合計 4,694 4,213

純資産の部

株主資本

資本金 2,270 2,270

資本剰余金 2,381 2,381

利益剰余金 23,678 23,534

自己株式 △1,578 △1,649

株主資本合計 26,751 26,537

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31 59

その他の包括利益累計額合計 31 59

純資産合計 26,783 26,597

負債純資産合計 31,478 30,811
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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 13,068 11,854

売上原価 9,799 9,238

売上総利益 3,269 2,616

販売費及び一般管理費 2,683 2,593

営業利益 585 23

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 14 14

受取賃貸料 5 5

仕入割引 13 12

その他 19 14

営業外収益合計 57 50

営業外費用

賃貸費用 4 4

その他 3 7

営業外費用合計 8 11

経常利益 634 62

特別利益

固定資産売却益 － 0

災害損失戻入益 － 132

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 132

特別損失

固定資産除却損 5 54

投資有価証券売却損 － 0

役員退職慰労金 14 －

特別損失合計 19 55

税金等調整前四半期純利益 616 140

法人税、住民税及び事業税 272 65

法人税等調整額 △53 △15

法人税等合計 218 50

少数株主損益調整前四半期純利益 397 89

四半期純利益 397 89
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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 397 89

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36 27

その他の包括利益合計 △36 27

四半期包括利益 361 117

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 361 117

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 616 140

減価償却費 621 593

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 △39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26 2

前払年金費用の増減額（△は増加） 88 79

賞与引当金の増減額（△は減少） 40 46

受取利息及び受取配当金 △18 △18

災害損失戻入益 － △132

固定資産除却損 5 54

売上債権の増減額（△は増加） 721 413

たな卸資産の増減額（△は増加） △16 △13

仕入債務の増減額（△は減少） △152 △129

その他 △313 △28

小計 1,588 968

利息及び配当金の受取額 18 18

災害損失の支払額 － △86

法人税等の支払額 △718 △65

営業活動によるキャッシュ・フロー 887 835

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 △549 △547

有形固定資産の売却による収入 － 6

無形固定資産の取得による支出 △9 △5

投資有価証券の取得による支出 △42 △1

保険積立金の解約による収入 64 －

保険積立金の積立による支出 △50 △7

その他 △2 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △589 △553

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1 △70

リース債務の返済による支出 △2 △4

配当金の支払額 △233 △233

財務活動によるキャッシュ・フロー △237 △307

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60 △25

現金及び現金同等物の期首残高 9,022 9,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,083 9,856
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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）

該当事項はありません。

当社グループはフィリング・スプレッド製造販売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。

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）

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

（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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