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  （百万円未満切捨て）  

１．平成 23 年 12 月期第３四半期の連結業績（平成 23 年１月１日～平成 23 年９月 30 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 ％
23 年12 月期第３四半期 27,480 3.6 2,633 7.3 2,616 9.2 1,429 4.1
22 年12 月期第３四半期 26,531     2.7 2,453   △14.5 2,396 △15.5 1,373 △13.4
 

 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 
23 年12 月期第３四半期 67. 46   － 
22 年12 月期第３四半期 68. 25   － 
 
(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
23 年12 月期第３四半期 25,852 13,972 54.0 659. 21

22 年 12 月期 24,656 12,808 51.9 604. 21
（参考）自己資本     23 年 12 月期第３四半期   13,972 百万円    22 年 12 月期   12,808 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
22 年 12 月期  ―  0.00 ― 10.00 10.00
23 年 12 月期  ―  0.00 ―  
23 年 12 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  
 22 年 12 月期期末配当金の内訳        普通配当７円 50 銭   特別配当２円 50 銭 

 
３．平成 23 年 12 月期の連結業績予想（平成 23 年１月１日～平成 23 年 12 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 38,000 3.7 2,960 △12.5 3,000 △9.6 1,600 △16.3 75. 47

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無 
     



４．その他（詳細は、[添付資料]Ｐ．３「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   無 

（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 
（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） 23 年 12 月期３Q 21,452,125 株 22 年 12 月期 21,452,125 株
②  期末自己株式数 23 年 12 月期３Q 255,790 株 22 年 12 月期 252,970 株
③  期中平均株式数（四半期累計） 23 年 12 月期３Q 21,196,944 株 22 年 12 月期３Q 20,132,087 株

※ 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を実施中であります。 
 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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）２ページ「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により寸断されていたサプ

ライチェーンの復旧に伴い回復の兆しが見られたものの、米国経済の減速、欧州債務問題、長引く円高などによ

り、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループの主力分野であるチーズ業界におきましては、依然として輸入原料チーズ価格の高止まり状態が続

き、加えて乳価改定に伴う国産原料チーズ価格の引上げがありましたが、需要面につきましては家庭用チーズが堅

調に推移いたしました。  

 このような状況のなか当社グループといたしましては、食の「安全・安心」の確保を 重点とし、さらなる品質

管理体制の強化に努め、販売の促進、新製品の開発、コストの低減に注力いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は274億８千万円（対前年同四半期比

103.6％）、営業利益は26億３千３百万円（対前年同四半期比107.3％）、経常利益は26億１千６百万円（対前年同

四半期比109.2％）、四半期純利益は14億２千９百万円（対前年同四半期比104.1％）となりました。売上高の内訳

はチーズ部門が261億４千８百万円（対前年同四半期比103.8％）、ナッツ部門が６億４千５百万円（対前年同四半

期比96.7％）、チョコレート部門が４億９千９百万円（対前年同四半期比95.9％）、その他部門が１億８千６百万

円（対前年同四半期比125.1％）となっております。 

  

（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３四半期連結会計期間末の資産は、短期貸付金が14億９千９百万円、建設仮勘定が８億５千７百万円、流動

資産のその他が４億７千万円増加しましたが受取手形及び売掛金が14億８百万円減少したこと等により前連結会計

年度末と比較し11億９千５百万円増加し258億５千２百万円となりました。また、負債は、未払法人税等が５億９

百万円増加しましたが支払手形及び買掛金が３億６千２百万円、未払費用が１億４千６百万円減少したこと等によ

り前連結会計年度末と比較し３千１百万円増加し、118億７千９百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益の計上等により前連結会計年度末と比較し11億６千４百万円増加し139億７千２百万円

となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

 （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29億１千８百万円の収入となりました。主な要因は税金等調整前四半期純

利益と売上債権の減少による収入であります。（前年同四半期は13億１千７百万円の収入） 

 （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17億７千９百万円の支出となりました。主な要因は短期貸付金の増加によ

る支出と有形固定資産の取得による支出であります。（前年同四半期は22億３千９百万円の支出） 

 （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２億１千１百万円の支出となりました。主な要因は配当金の支払による支

出であります。（前年同四半期は８百万円の収入） 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて９億２千

８百万円増加し27億３千３百万円（前連結会計年度末は18億５百万円）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、利益面で当初の予定をやや上回って推移しておりますが、原料チーズ価格の引上

げによる原価アップや市場競争に伴う製品価格の動向に不透明な要素があるため、平成23年２月14日発表のままと

し、業績見通し等に変更が生じる場合には速やかにお知らせいたします。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 なお、平成23年６月24日開催の取締役会において、連結子会社である六甲フーズ株式会社の事業を休止すること

を決議し、平成23年７月１日付で六甲フーズ株式会社は事業を休止しております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 ②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出につきましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行っております。 

 ③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、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、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ437千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は12,388千円減少しております。    

  

（４）追加情報 

 （事業整理損失引当金） 

 第２四半期連結会計期間末より、事業整理に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を事業整理損失引当金と

して計上しております。これに伴い、当第３四半期連結累計期間において、事業整理損48,427千円及び事業整理

損失引当金繰入額52,709千円を特別損失に計上しております。  

  

  

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,367,123 3,262,990

受取手形及び売掛金 7,523,319 8,931,834

商品及び製品 1,418,042 1,420,412

仕掛品 40,120 50,401

原材料 870,342 857,637

短期貸付金 3,504,441 2,004,811

その他 914,099 443,632

貸倒引当金 △202 △154

流動資産合計 17,637,287 16,971,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,934,329 4,860,063

減価償却累計額 △3,409,825 △3,356,877

建物及び構築物（純額） 1,524,503 1,503,186

機械装置及び運搬具 8,779,543 8,860,205

減価償却累計額 △6,673,860 △6,541,814

機械装置及び運搬具（純額） 2,105,682 2,318,390

土地 1,121,756 1,121,756

建設仮勘定 1,005,800 148,703

その他 547,033 539,094

減価償却累計額 △434,980 △420,958

その他（純額） 112,053 118,135

有形固定資産合計 5,869,796 5,210,172

無形固定資産   

無形固定資産合計 108,208 128,935

投資その他の資産   

投資有価証券 719,318 713,231

その他 1,530,583 1,644,625

貸倒引当金 △12,651 △11,866

投資その他の資産合計 2,237,251 2,345,990

固定資産合計 8,215,256 7,685,099

資産合計 25,852,544 24,656,665



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,580,110 3,942,386

短期借入金 1,500,000 1,500,000

未払法人税等 907,333 397,497

未払費用 2,715,027 2,861,039

株主優待引当金 － 7,370

役員賞与引当金 － 50,000

事業整理損失引当金 52,709 －

その他 928,507 713,912

流動負債合計 9,683,687 9,472,205

固定負債   

退職給付引当金 1,811,757 1,936,819

その他 384,188 438,997

固定負債合計 2,195,946 2,375,817

負債合計 11,879,634 11,848,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,843,203 2,843,203

資本剰余金 2,522,685 2,522,571

利益剰余金 8,592,078 7,374,082

自己株式 △83,413 △82,107

株主資本合計 13,874,554 12,657,749

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 206,408 204,033

繰延ヘッジ損益 △108,052 △53,140

評価・換算差額等合計 98,355 150,892

純資産合計 13,972,909 12,808,642

負債純資産合計 25,852,544 24,656,665



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 26,531,045 27,480,212

売上原価 14,641,618 14,983,359

売上総利益 11,889,426 12,496,852

販売費及び一般管理費 9,435,677 9,863,218

営業利益 2,453,749 2,633,634

営業外収益   

受取利息 4,513 8,980

受取配当金 9,266 10,653

その他 9,419 10,485

営業外収益合計 23,198 30,119

営業外費用   

支払利息 14,077 12,791

為替差損 40,432 19,614

その他 26,326 15,200

営業外費用合計 80,836 47,605

経常利益 2,396,111 2,616,147

特別利益   

投資有価証券売却益 8,160 －

貸倒引当金戻入額 0 －

子会社共済会解散益 － 7,133

特別利益合計 8,160 7,133

特別損失   

固定資産廃棄損 32,857 7,956

災害による損失 － 19,712

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,950

事業整理損 － 48,427

事業整理損失引当金繰入額 － 52,709

特別損失合計 32,857 140,756

税金等調整前四半期純利益 2,371,414 2,482,524

法人税、住民税及び事業税 1,195,000 1,492,000

法人税等調整額 △197,561 △439,462

法人税等合計 997,438 1,052,537

四半期純利益 1,373,975 1,429,987



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１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 2,371,414 2,482,524

減価償却費 634,846 673,632

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,072 △125,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,229 832

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 52,709

事業整理損 － 6,726

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,950

受取利息及び受取配当金 △13,777 △19,634

支払利息 14,077 12,791

為替差損益（△は益） 40,432 24,420

有形固定資産廃棄損 32,857 7,956

投資有価証券売却損益（△は益） △8,160 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,466,459 1,408,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △415,110 △52

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,436 △48,067

その他の固定資産の増減額（△は増加） 119,821 166,911

仕入債務の増減額（△は減少） 238,524 △362,276

未払費用の増減額（△は減少） 54,305 △145,997

長期未払金の増減額（△は減少） 9,531 △69,468

その他 △680,483 △191,471

小計 3,800,460 3,886,942

利息及び配当金の受取額 13,777 19,634

利息の支払額 △14,206 △12,815

法人税等の支払額 △2,482,536 △974,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,317,496 2,918,789

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 △1,235,694 △602,362

定期預金の払戻による収入 274,989 1,401,895

有形固定資産の取得による支出 △685,434 △1,079,120

無形固定資産の取得による支出 △96,059 －

有形固定資産の売却による収入 － 975

投資有価証券の取得による支出 △2,372 △2,411

投資有価証券の売却による収入 8,460 0

短期貸付金の増減額（△は増加） － △1,499,178

貸付けによる支出 △507,180 －

貸付金の回収による収入 4,064 －

その他 － 744

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,239,226 △1,779,457

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 300,000 －

短期借入金の返済による支出 △90,000 －

配当金の支払額 △199,345 △210,052

その他 △2,134 △1,191

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,519 △211,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △913,210 928,087

現金及び現金同等物の期首残高 2,490,365 1,805,763

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,577,154 2,733,850



 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 事業の種類として「食料品の製造販売業」のみの単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 海外売上高はありませんので、海外売上高の記載を省略しております。 

  

〔セグメント情報〕 

 当社グループの事業は、チーズ類、ナッツ類及びチョコレート類等の食料品の製造・販売業であり、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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