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1.  平成24年4月期第2四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第2四半期 9,324 4.7 △273 ― 98 ― 39 ―

23年4月期第2四半期 8,909 △5.6 △387 ― △367 ― △300 ―

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4月期第2四半期 8.15 ―

23年4月期第2四半期 △62.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第2四半期 24,065 9,407 39.1
23年4月期 25,463 9,439 37.1

（参考） 自己資本   24年4月期第2四半期  9,407百万円 23年4月期  9,439百万円

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4月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

24年4月期 ― 0.00

24年4月期（予想） ― 10.00 10.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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 26,800 △0.9 950 △13.2 1,310 18.4 740 58.9 154.02



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期2Q 5,075,500 株 23年4月期 5,075,500 株

② 期末自己株式数 24年4月期2Q 270,899 株 23年4月期 270,899 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期2Q 4,804,601 株 23年4月期2Q 4,804,601 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は終了しておりません。 

※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、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】３ページ「(３) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日において当社が判断したものであります。 
  
当第２四半期累計期間(平成23年５月１日から平成23年10月31日まで)におけるわが国経済は、東日

本大震災の影響による生産活動の縮小や消費自粛等の持ち直しの動きが見られたものの、原発事故や

電力供給不足の影響に加え、欧米経済の減速懸念や円高の進行も重なり、先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

このような状況の中、当社は、安全・安心かつ美味しさの追及に重点をおいた包装餅及び包装米飯

の適正価格での健全な販売及び製品の安定供給に努めるとともに、お客様の消費動向を捉えながら多

様化する消費者ニーズに対応した販売企画等の施策推進に取り組んでまいりました。 

また、節電に対応した生産体制による安定供給、シンチレーションサーベイメータ(放射性物質測

定器)の全工場導入や当社独自の検査体制による品質の安全性確保、テレビＣＭ放映や販売企画等の

各施策を実施するとともに、包装餅の最需要期となる年末に向けた体制整備に取り組んでまいりまし

た。  

  その結果、当第２四半期累計期間の売上高は93億24百万円(前年同期比4.7％増)となりました。 

利益面につきましては、テレビＣＭ放映や売上高増加にともなう販売促進費等の増加により販売費

及び一般管理費は増加したものの、生産量の増加及び生産効率の改善等による生産コストの低減に加

え、受取手数料の増加及び特別損失の減少により前年同期に比較し増益となりました。以上の結果、

営業損失２億73百万円(前年同期比１億14百万円減)、経常利益98百万円(同４億65百万円増)、四半期

純利益39百万円(同３億39百万円増)となりました。 
  
当社は食品事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しておりますが、製品

分類別における販売の動向は以下のとおりであります。 

包装餅製品につきましては、東日本大震災による消費者の防災意識の高まりから、一般家庭での買

置き需要が想定されたこともあり、消化促進に向けた販促企画の提案を実施してまいりましたが、震

災後の需要増の反動もあり、当第２四半期累計期間の売上高は28億72百万円(前年同期比3.4％減)と

なりました。 

包装米飯製品につきましては、農林水産省が推進する東日本の被災地支援プロジェクトに賛同し、

被災５県(岩手県・宮城県・福島県・茨城県・千葉県)のお米を原料に生産した「サトウの銀シャリ３

食セット」と「サトウのこだわりコシヒカリ３食セット」に「がんばろう東日本！食べて応援しよ

う！」の応援シールを貼付し、全国へ出荷する企画の実施や、８月～10月には家庭での買置き品の消

化促進を目的とした「東日本うまいもんプレゼント」キャンペーン企画等を実施いたしました。ま

た、発売以来製品に原料米の産地銘柄名を表示していることが、消費者の安心・安全意識にマッチし

たことに加え、８月にテレビＣＭを放映したこともあり、売上高は64億47百万円(前年同期比8.8％

増)となりました。 

その他製品の売上高は５百万円(前年同期売上高７百万円)となりました。 
  

なお、当社は主力製品である包装餅が季節商品(特に鏡餅)であり、その販売が年末に集中するた

め、第３四半期会計期間の売上高及び利益が他の四半期会計期間に比べ著しく増加する傾向がありま

す。 
  

① 財政状態の変動状況 

(流動資産) 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は146億17百万円となり、前事業年度末に比較し

12億38百万円減少いたしました。  

  これは、商品及び製品(前事業年度末比27億９百万円増)が増加いたしましたが、現金及び預金(同

２億42百万円減)や受取手形及び売掛金(同６億30百万円減)並びに原材料及び貯蔵品(同30億30百万円

減)の減少が主な要因となっております。 

(固定資産) 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は94億47百万円となり、前事業年度末に比較し１

億60百万円減少いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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これは、減価償却の実施による有形固定資産(前事業年度末比１億45百万円減)の減少が主な要因と

なっております。 

(流動負債) 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は125億28百万円となり、前事業年度末に比較し

10億４百万円減少いたしました。 

  これは、支払手形及び買掛金(前事業年度末比２億37百万円増)及び賞与引当金(同１億５百万円増)

が増加しましたが、短期借入金(同11億50百万円減)及び未払法人税等(同１億54百万円減)の減少が主

な要因となっております。 

(固定負債) 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は21億29百万円となり、前事業年度末に比較し３

億62百万円減少いたしました。 

  これは、長期借入金(前事業年度末比３億42百万円減)の減少が主な要因となっております。 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は94億７百万円となり、前事業年度末に比較し31百

万円減少いたしました。 

  これは、配当金の支払による利益剰余金(前事業年度末比32百万円減)の減少が主な要因となってお

ります。  
  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期

末に比較して10百万円減少し、75百万円となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況を示すと、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、当第２四半期累計期間に得られた資金は17億４百万円(前年同四半期比24億23百

万円増)となりました。これは、前年同四半期に比較し仕入債務の増加額の減少５億65百万円及び法

人税等の支払額の増加１億円により支出は増加したものの、税引前四半期純利益の増加５億27百万円

及び売上債権の減少15億69百万円並びにたな卸資産の減少12億７百万円により得られた資金が増加し

たことが主なものとなっております。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、当第２四半期累計期間に支出した資金は１億75百万円(前年同四半期比68百万円

増)となりました。これは、前年同四半期に比較し有形固定資産の取得による支出の増加66百万円が

主なものとなっております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、当第２四半期累計期間に支出した資金は17億72百万円(前年同四半期比26億63百

万円増)となりました。これは、前年同四半期に比較し営業活動により得られた資金が増加したこと

から、短期借入金の純増減額が23億50百万円減少したしたことに加え、長期借入れによる収入が３億

円減少したことが主なものとなっております。 
  

なお、当社の通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績や、今後の市場環境を考

慮し、平成23年６月10日に発表しました通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日

発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成23年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,079,716 1,837,028

受取手形及び売掛金 5,556,722 4,925,869

商品及び製品 999,216 3,709,207

仕掛品 322,934 385,377

原材料及び貯蔵品 6,526,063 3,495,216

その他 376,197 269,107

貸倒引当金 △5,300 △4,500

流動資産合計 15,855,551 14,617,307

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,198,774 2,147,376

機械及び装置（純額） 2,431,118 2,325,407

土地 1,821,489 1,821,519

その他（純額） 235,892 247,557

有形固定資産合計 6,687,274 6,541,860

無形固定資産 26,773 23,826

投資その他の資産

投資不動産（純額） 2,003,383 1,997,110

その他 915,998 910,296

貸倒引当金 △25,270 △25,270

投資その他の資産合計 2,894,112 2,882,136

固定資産合計 9,608,160 9,447,823

資産合計 25,463,711 24,065,130
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年４月30日)

当第２四半期会計期間
(平成23年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,169,230 1,406,470

短期借入金 9,450,000 8,300,000

未払法人税等 237,000 82,951

賞与引当金 265,214 370,466

引当金 9,040 －

その他 2,402,312 2,368,289

流動負債合計 13,532,797 12,528,177

固定負債

長期借入金 1,742,260 1,399,580

退職給付引当金 476,238 465,264

引当金 70,320 72,645

その他 202,900 191,511

固定負債合計 2,491,719 2,129,001

負債合計 16,024,517 14,657,179

純資産の部

株主資本

資本金 543,775 543,775

資本剰余金 506,000 506,000

利益剰余金 8,604,173 8,571,285

自己株式 △305,467 △305,467

株主資本合計 9,348,480 9,315,592

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 90,713 92,358

評価・換算差額等合計 90,713 92,358

純資産合計 9,439,194 9,407,951

負債純資産合計 25,463,711 24,065,130
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成22年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年５月１日
至 平成23年10月31日)

売上高 8,909,759 9,324,986

売上原価 6,208,059 6,276,922

売上総利益 2,701,700 3,048,063

販売費及び一般管理費 3,089,122 3,321,101

営業損失（△） △387,421 △273,037

営業外収益

受取利息 1,309 514

受取配当金 4,780 5,426

受取手数料 11,167 372,771

その他 142,765 136,194

営業外収益合計 160,023 514,907

営業外費用

支払利息 80,602 76,042

賃貸費用 48,188 47,825

その他 10,962 19,170

営業外費用合計 139,752 143,038

経常利益又は経常損失（△） △367,151 98,831

特別利益

固定資産売却益 － 273

特別利益合計 － 273

特別損失

固定資産除却損 4,602 －

投資有価証券評価損 4,740 706

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 52,420 －

特別損失合計 61,762 706

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △428,913 98,397

法人税、住民税及び事業税 3,462 73,489

法人税等調整額 △131,894 △14,273

法人税等合計 △128,431 59,216

四半期純利益又は四半期純損失（△） △300,481 39,181
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成22年10月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年５月１日
至 平成23年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△428,913 98,397

減価償却費 471,644 419,151

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,020 △800

賞与引当金の増減額（△は減少） 94,348 105,252

受取利息及び受取配当金 △6,089 △5,941

支払利息 80,602 76,042

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 52,420 －

売上債権の増減額（△は増加） △938,608 630,852

たな卸資産の増減額（△は増加） △949,462 258,412

仕入債務の増減額（△は減少） 803,019 237,239

未収消費税等の増減額（△は増加） 60,046 －

未払消費税等の増減額（△は減少） － 24,190

その他 166,661 87,497

小計 △593,312 1,930,295

法人税等の支払額 △125,103 △225,304

営業活動によるキャッシュ・フロー △718,415 1,704,990

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 △112,926 △179,287

投資有価証券の取得による支出 △336 △338

その他 5,992 4,284

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,269 △175,342

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） 1,200,000 △1,150,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △420,500 △461,680

利息の支払額 △81,727 △81,516

リース債務の返済による支出 △11,319 △7,649

配当金の支払額 △96,027 △72,068

財務活動によるキャッシュ・フロー 890,425 △1,772,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64,739 △243,266

現金及び現金同等物の期首残高 20,668 318,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 85,408 75,113
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

前事業年度の決算短信に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりであります。
  
  訴訟事件等について 

当社における切り込み入り切り餅の製造・販売が、越後製菓株式会社(以下、「越後製菓」という。)

所有の特許権を侵害するものとして、越後製菓より、平成21年３月11日付で、東京地方裁判所へ、当該

製品の製造・販売等の差止め請求、当該製品等の廃棄及び14億85百万円の損害賠償を求める訴えがなさ

れましたが、平成22年11月30日、同裁判所は、越後製菓の請求をいずれも棄却するとの判決を下しまし

た。 

  これに対し、同判決を不服として、越後製菓が、平成22年12月13日付で知的財産高等裁判所へ控訴を

提起しました。当社は第一審に引き続き、当社の正当性を主張しておりますが、平成23年９月７日、同

裁判所から、①当社が製造・販売する製品は越後製菓の有する特許の特許請求の範囲の請求項記載の発

明の技術的範囲に属する、②越後製菓の特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められ

ないとの中間判決が言い渡されました。 

  その後、平成23年11月16日付で、越後製菓から訴え変更の申立がなされ、越後製菓の請求する損害賠

償請求金額は、59億40百万円に変更されております。 

  当社は、今後継続される審理において正当性を主張してまいります。 

  また、本訴訟の結果を現時点において予測することができませんので、当社の業績に及ぼす影響額は

不明であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）事業等のリスク
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