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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 7,165 △9.1 211 △32.5 205 △29.8 55 △51.3
23年3月期第2四半期 7,884 △2.6 313 △6.7 292 △4.1 113 △34.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 104百万円 （803.2％） 23年3月期第2四半期 11百万円 （―％）

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 4.85 ―
23年3月期第2四半期 9.97 ―

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 14,082 6,717 47.7 590.08
23年3月期 13,854 6,703 48.4 588.88
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,717百万円 23年3月期  6,703百万円

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 ― 8.00 8.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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 14,442 △7.5 472 △23.7 484 △16.7 192 △34.2 16.85



(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
半期財務諸表レビュー手続は終了しております。 

※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）Ｐ．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 11,400,000 株 23年3月期 11,400,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 15,803 株 23年3月期 15,803 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,384,197 株 23年3月期2Q 11,384,241 株
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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が残るなか、企業の生産活動や個人消

費などに回復の兆しが見られるものの、電力供給の制約や欧州の金融不安を背景とする円高進行もあり、先行き

は依然として不透明な状況が続いております。 

 食品業界におきましても、東日本大震災に伴う原発問題によって、中国による日本からの食品の輸入禁止や風

評被害が多発し、消費者の食の安全に関する意識がより一層高まり、当社グループを取り巻く経営環境は極めて

厳しい状況となっております。 

 このような状況下、当社グループは、国内・国外の食品市場において、消費者ニーズにマッチした商品群開発

の目標を明確にし、生産・販売・開発・管理の各部門ともにグループ一丸となって力を注いでまいりました。 

 その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は71億65百万円（前年同四半期比9.1％

減）となりました。 

 製品の種類別売上高では、カラメル製品は、デザート関連製品が増加したものの、調味料及び飲料向け製品が

減少し、14億76百万円（前年同四半期比3.1％減）となりました。粉末製品は、粉末茶及び飲料、即席食品向け

製品が増加し、17億29百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。凍結乾燥製品は、具材製品及び粉末山

芋が減少し、２億62百万円（前年同四半期比4.2％減）となりました。造粒製品は、お客様ブランドのヘルスケ

ア関連製品が大きく減少し、11億89百万円（前年同四半期比52.6％減）となりました。ブレンド製品は、和風だ

しパック品と小麦粉ミックス品が引き続き好調に推移し、７億47百万円（前年同四半期比52.9％増）となりまし

た。その他製品・商品は、即席加工食品向け具材や国内産冷凍山芋、冷凍和菓子が好調に推移し、17億60百万円

（前年同四半期比18.1％増）となりました。 

 利益面につきましては、営業利益は２億11百万円（前年同四半期比32.5％減）、経常利益は２億５百万円（前

年同四半期比29.8％減）となりましたが、四半期純利益は、真岡第三工場の粉末製品製造設備の更新に伴う固定

資産除却損等として89百万円計上しました結果、55百万円（前年同四半期比51.3％減）となりました。 

   

（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 

○流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、76億29百万円（前連結会計年度末は80億29百万円）

となり、３億99百万円減少しました。その主なものは、現金及び預金の減少（２億95百万円）等であります。 

○固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、64億53百万円（前連結会計年度末は58億25百万円）

となり、６億27百万円増加しました。その主なものは、有形固定資産の増加（５億90百万円）等であります。 

○流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、52億円（前連結会計年度末は53億50百万円）とな

り、１億49百万円減少しました。その主なものは、短期借入金の減少（１億45百万円）等であります。 

○固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、21億64百万円（前連結会計年度末は18億円）とな

り、３億64百万円増加しました。その主なものは、長期借入金の増加（３億48百万円）等であります。 

○純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、67億17百万円（前連結会計年度末は67億３百万円）となり、

13百万円増加しました。その主なものは、その他有価証券評価差額金の増加（47百万円）等であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.4％から47.7％となっております。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して２億95百万円減少し、20億40百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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４億76百万円（前年同四半期は３億98百万円の獲得）となりました。 

 これは、減価償却費３億59百万円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８億70百万円（前年同四半期は56百万円の使用）となりました。 

 これは、有形固定資産の取得による支出７億27百万円等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） 

 財務活動の結果得られた資金は99百万円（前年同四半期は４億64百万円の使用）となりました。 

 これは、長期借入れによる収入４億円、長期借入金の返済による支出２億91百万円等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 

 第２四半期累計期間及び平成24年３月期の業績予想につきましては、本日別途公表いたしましたので「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（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 

 該当事項はありません。 

  

 （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。 

  

該当事項はありません。  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：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 2,366,154 2,070,402

受取手形及び売掛金 3,288,373 3,263,068

有価証券 1,399 1,399

商品及び製品 1,132,433 1,120,942

仕掛品 293,577 293,367

原材料及び貯蔵品 577,022 505,720

繰延税金資産 177,292 162,066

その他 202,578 225,192

貸倒引当金 △9,623 △12,612

流動資産合計 8,029,209 7,629,546

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,843,371 1,843,659

機械装置及び運搬具（純額） 1,763,862 1,671,961

その他（純額） 567,673 1,249,595

有形固定資産合計 4,174,907 4,765,216

無形固定資産 54,348 50,118

投資その他の資産   

投資有価証券 737,842 814,868

繰延税金資産 547,473 522,821

その他 337,959 325,605

貸倒引当金 △26,817 △25,295

投資その他の資産合計 1,596,458 1,637,999

固定資産合計 5,825,714 6,453,335

資産合計 13,854,923 14,082,881
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（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 1,763,476 1,675,305

短期借入金 2,452,376 2,306,600

未払法人税等 180,980 47,402

賞与引当金 279,620 298,647

役員賞与引当金 2,000 1,500

災害損失引当金 61,921 26,818

資産除去債務 1,278 2,227

その他 608,475 841,843

流動負債合計 5,350,128 5,200,343

固定負債   

長期借入金 219,190 567,750

退職給付引当金 1,383,160 1,394,805

資産除去債務 41,347 40,808

その他 157,215 161,558

固定負債合計 1,800,912 2,164,923

負債合計 7,151,041 7,365,266

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,925,270 3,889,418

自己株式 △4,952 △4,952

株主資本合計 6,623,927 6,588,076

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 163,751 210,781

為替換算調整勘定 △83,797 △81,243

その他の包括利益累計額合計 79,954 129,538

純資産合計 6,703,882 6,717,615

負債純資産合計 13,854,923 14,082,881
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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：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 7,884,095 7,165,395

売上原価 6,339,328 5,725,008

売上総利益 1,544,767 1,440,386

販売費及び一般管理費 1,230,814 1,228,433

営業利益 313,952 211,952

営業外収益   

受取利息 1,087 1,144

受取配当金 9,037 8,316

受取補償金 6,344 －

その他 9,262 9,660

営業外収益合計 25,731 19,120

営業外費用   

支払利息 18,510 14,035

持分法による投資損失 12,147 3,504

為替差損 12,828 2,972

その他 3,740 5,254

営業外費用合計 47,226 25,767

経常利益 292,456 205,306

特別利益   

貸倒引当金戻入額 954 －

特別利益合計 954 －

特別損失   

固定資産除却損 16,086 89,849

災害による損失 － 6,143

投資有価証券評価損 8,814 5,999

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,438 －

特別損失合計 67,339 101,992

税金等調整前四半期純利益 226,071 103,313

法人税、住民税及び事業税 140,866 41,679

法人税等調整額 △28,258 6,411

法人税等合計 112,607 48,091

少数株主損益調整前四半期純利益 113,463 55,222

四半期純利益 113,463 55,222
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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：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 113,463 55,222

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △94,379 47,030

為替換算調整勘定 △529 290

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,952 2,263

その他の包括利益合計 △101,860 49,584

四半期包括利益 11,603 104,806

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,603 104,806

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：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 226,071 103,313

減価償却費 382,575 359,244

貸倒引当金の増減額（△は減少） △954 1,467

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,862 19,026

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 △500

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △35,103

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,655 11,645

受取利息及び受取配当金 △10,124 △9,460

支払利息 18,510 14,035

為替差損益（△は益） 156 160

持分法による投資損益（△は益） 12,147 3,504

投資有価証券評価損益（△は益） 8,814 5,999

固定資産除却損 16,086 89,849

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,438 －

売上債権の増減額（△は増加） △334,666 △154,417

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,746 79,263

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,934 54,182

仕入債務の増減額（△は減少） △8,827 90,548

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37,680 9,120

その他 △43,690 12,358

小計 477,187 654,240

利息及び配当金の受取額 9,897 8,750

利息の支払額 △13,961 △12,749

法人税等の支払額 △74,933 △174,122

営業活動によるキャッシュ・フロー 398,189 476,118

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 △43,729 △727,669

有形固定資産の除却による支出 △3,795 △67,540

投資有価証券の取得による支出 △7,201 △2,568

貸付けによる支出 △10,825 △89,680

貸付金の回収による収入 7,717 14,944

その他の支出 △723 △1,023

その他の収入 2,312 2,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,244 △870,897
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（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △306,000 94,000

長期借入れによる収入 200,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △258,486 △291,216

リース債務の返済による支出 △8,578 △12,671

配当金の支払額 △90,936 △91,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △464,000 99,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △412 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,467 △295,752

現金及び現金同等物の期首残高 2,114,182 2,336,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,991,714 2,040,402
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 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

（７）重要な後発事象
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