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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第３四半期の業績（平成23年２月１日～平成23年10月31日） 

（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 ３月期第３四半期 5,792     19.7 479    30.0 496    25.1 270    22.2

23年 １月期第３四半期 4,837    △0.9 369    17.8 397    20.4 221    26.3

 

 
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３四半期 28.32 －

23年 １月期第３四半期 23.18 －

 

（２）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

24年 ３月期第３四半期 9,096 7,473 82.2 781.96

23年 １月期 9,102 7,331 80.5 767.08

(参考)自己資本 24年３月期第３四半期 7,473 百万円 23年１月期        7,331 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

23年 １月期 － 0.00 － 13.00 13.00

24年 ３月期 － 0.00 －  

24年 ３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 

(注)23 年１月期の１株当たり配当額には、設立 50 周年記念配当３円を含んでおります。また、24 年３月期の配当予想は、決算期の変更に伴い、

14か月の変則決算を前提としております。 

 

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年２月１日～平成24年３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 8,490   － 530   － 550    － 310   － 32.43

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無  

(注)当期は決算期の変更（１月31日を３月31日）に伴い、平成23年２月１日から平成24年３月31日までの14か月の変則決算となります。 

通期業績予想につきましては平成23年２月１日から平成24年３月31日までの14か月の業績予想としておりますので、対前年増減比率は

掲載しておりません。 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）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。 
 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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。 
 

（３）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) 24年３月期３Ｑ 9,610,000株 23年１月期 9,610,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 52,480株 23年１月期 51,980株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期３Ｑ 9,557,620株 23年１月期３Ｑ 9,558,420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、【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）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）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災で寸断されたサプライチェーンの復旧に伴い、穏や

かな生産回復基調が見られたものの、震災前の水準には届かず、また、欧州債務問題など国際金融市場の混乱がわ

が国に円高という形で影響を及ぼしており、先行き不透明な状況が続いております。  

 食品業界におきましては、震災後に家庭で料理する「内食」志向が追い風となりましたが、小麦粉等の原材料価

格の上昇や今夏以降の量販店での価格競争再激化により、厳しい経営環境にあります。 

 このような状況のもと、当社は、主力製品である棒ラーメン、長崎皿うどん、長崎ちゃんぽん等の販売を強化す

るとともに、安定的な業績を実現すべく収益向上や原価低減に努めました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の売上高は、5,792百万円（前年同四半期比19.7％増）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は479百万円（前年同四半期比30.0％増）、経常利益は496百万円（前年

同四半期比25.1％増）、四半期純利益は270百万円（前年同四半期比22.2％増）となりました。  

  

  

（２）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３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、５百万円減少しました。これは主に現金及び

預金が611百万円、土地が616百万円増加したものの、有価証券が981百万円、投資有価証券が391百万円減少したこ

と等によるものであります。  

 また、負債は、前事業年度末に比べ、147百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が71百万円減少

したこと等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会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、前事業年度末に比べて

1,110百万円増加し、資金残高は1,579百万円となりました。 

  

 当第３四半期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163百万円となり、前年同四半期とほぼ同額となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は1,097百万円となり、前年同四半期と比べ1,793百万円増加しました。これは主

に有価証券の売却及び償還による収入が増加したこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は150百万円となり、前年同四半期と比べ29百万円増加しました。これは主に配

当金の支払額が増加したこと等によるものであります。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年3月期の通期業績予想につきましては、平成23年6月10日に公表しました業績予想に変更ありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

②繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前事業年度末から著しい変化がな

いと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予想及びタックス・プランニングを利用しており

ます。 

  

  

（２）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の適用  

 第１四半期会計期間より、「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,774,637 1,163,301

受取手形及び売掛金 2,037,585 2,028,765

有価証券 1,725,964 2,707,421

商品及び製品 106,009 116,252

仕掛品 36,432 27,165

原材料及び貯蔵品 132,084 110,371

繰延税金資産 57,209 26,192

その他 55,645 40,172

流動資産合計 5,925,569 6,219,641

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 277,598 271,792

機械及び装置（純額） 271,409 196,367

土地 1,509,881 893,267

建設仮勘定 27,495 50,300

その他（純額） 42,936 44,426

有形固定資産合計 2,129,321 1,456,154

無形固定資産 31,951 23,645

投資その他の資産   

投資有価証券 709,986 1,101,830

関係会社社債 199,412 199,148

繰延税金資産 31,324 34,174

その他 72,375 71,341

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 1,009,599 1,402,994

固定資産合計 3,170,872 2,882,794

資産合計 9,096,441 9,102,436



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 849,348 920,856

短期借入金 16,000 42,000

未払金 365,993 414,576

未払法人税等 108,450 144,340

賞与引当金 96,078 29,069

その他 45,363 73,028

流動負債合計 1,481,234 1,623,870

固定負債   

退職給付引当金 102,334 106,172

役員退職慰労引当金 39,290 40,638

固定負債合計 141,625 146,810

負債合計 1,622,859 1,770,680

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 3,568,361 3,421,909

自己株式 △30,842 △30,645

株主資本合計 7,516,860 7,370,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,278 △38,850

評価・換算差額等合計 △43,278 △38,850

純資産合計 7,473,581 7,331,755

負債純資産合計 9,096,441 9,102,436



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 4,837,541 5,792,076

売上原価 2,651,751 3,184,102

売上総利益 2,185,789 2,607,974

販売費及び一般管理費 1,816,668 2,128,250

営業利益 369,121 479,724

営業外収益   

受取利息 18,294 16,811

受取配当金 8,979 4,358

その他 11,412 11,605

営業外収益合計 38,687 32,775

営業外費用   

支払利息 232 221

たな卸資産廃棄損 9,086 11,278

その他 1,427 4,283

営業外費用合計 10,746 15,782

経常利益 397,061 496,716

特別利益   

有価証券償還益 － 10,360

特別利益合計 － 10,360

特別損失   

固定資産売却損 － 10,058

固定資産除却損 651 12,561

投資有価証券売却損 377 3

投資有価証券評価損 724 8,732

特別損失合計 1,754 31,356

税引前四半期純利益 395,307 475,720

法人税、住民税及び事業税 187,503 224,284

法人税等調整額 △13,725 △19,270

法人税等合計 173,777 205,014

四半期純利益 221,530 270,705



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 1,629,876 1,960,250

売上原価 895,622 1,103,681

売上総利益 734,253 856,569

販売費及び一般管理費 636,255 703,137

営業利益 97,998 153,431

営業外収益   

受取利息 5,926 5,340

受取配当金 596 240

その他 4,201 2,644

営業外収益合計 10,725 8,225

営業外費用   

支払利息 86 81

たな卸資産廃棄損 3,702 1,327

その他 390 195

営業外費用合計 4,179 1,604

経常利益 104,544 160,052

特別損失   

固定資産売却損 － 10,021

固定資産除却損 487 －

投資有価証券売却損 3 －

投資有価証券評価損 － 8,732

特別損失合計 491 18,754

税引前四半期純利益 104,052 141,297

法人税、住民税及び事業税 63,666 78,944

法人税等調整額 △20,913 △19,528

法人税等合計 42,753 59,415

四半期純利益 61,299 81,882



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年２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 395,307 475,720

減価償却費 47,889 52,420

長期前払費用償却額 667 221

ソフトウエア償却費 3,389 5,563

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,892 67,009

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,800 △25,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,762 △3,837

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,396 △1,347

受取利息及び受取配当金 △27,274 △21,169

有価証券償還損益（△は益） － △10,360

投資有価証券売却損益（△は益） 377 3

投資有価証券評価損益（△は益） 724 8,732

支払利息 232 221

有形固定資産売却損益（△は益） － 10,058

有形固定資産除却損 651 12,561

売上債権の増減額（△は増加） 207,005 △8,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,840 △20,141

仕入債務の増減額（△は減少） △216,671 △71,507

未払金の増減額（△は減少） △11,699 △53,219

未払消費税等の増減額（△は減少） △971 △3,546

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,521 △17,562

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,344 △2,910

その他の固定資産の増減額（△は増加） 5,753 28,678

小計 405,404 420,870

法人税等の支払額 △242,390 △257,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 163,013 163,796

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 △1,450,000 △400,000

定期預金の払戻による収入 1,750,000 950,000

従業員に対する長期貸付けによる支出 △760 △536

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 1,063 801

有価証券の取得による支出 △1,100,000 △800,000

有価証券の売却及び償還による収入 142,000 2,112,000

投資有価証券の取得による支出 △17,893 △2,653

投資有価証券の売却及び償還による収入 94 48

有形固定資産の取得による支出 △33,220 △1,318,945

有形固定資産の売却による収入 － 545,446

無形固定資産の取得による支出 △10,311 △13,869

利息及び配当金の受取額 23,015 25,337

投資活動によるキャッシュ・フロー △696,011 1,097,628

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） △26,000 △26,000

利息の支払額 △232 △221

自己株式の取得による支出 △111 △197

配当金の支払額 △95,324 △124,333

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,668 △150,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 △552 △272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △655,219 1,110,401

現金及び現金同等物の期首残高 1,169,975 469,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 514,755 1,579,485



該当事項はありません。 

  

  

当社は食品製造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。  

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「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。 

   

  

販売品目別販売実績   

    (単位：千円 単位未満切捨）

  

  

（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

４．参考情報

  
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

増減 

（自 平成22年２月１日
至 平成22年10月31日）（自 平成23年２月１日

至 平成23年10月31日）
  金額 構成比 

（％）  金額 構成比 
（％）  金額 増減率 

（％）  

棒状ラーメン  1,317,560  27.2  1,561,728  27.0  244,167  18.5

カップめん   1,887,831  39.0  2,548,363  44.0  660,531  35.0

袋めん   1,607,588  33.2  1,656,617  28.6  49,028  3.0

その他  24,559  0.5  25,367  0.4  807  3.3

合計   4,837,541  100.0  5,792,076  100.0  954,535  19.7
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