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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（参考）持分法投資損益 24年3月期第3四半期 － 百万円 23年3月期第3四半期 － 百万円 

(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3四半期 453 3.7 9 197.3 11 183.9 10 40.6
23年3月期第3四半期 437 7.8 3 ― 3 ― 7 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 9百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 0百万円 （―％）

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3四半期 3.15 ―
23年3月期第3四半期 2.51 ―

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 431 363 84.1 107.17
23年3月期 426 353 82.7 104.22
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  363百万円 23年3月期  353百万円

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

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  ：  無   

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 559 3.4 9 ― 9 ― 9 ― 2.85



(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  

（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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、３ページ【２．サマリー情報（その他）に関する事項】（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、３ページ【２．サマリー情報（その他）に関する事項】（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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きを実施中です。 
なお、この四半期決算短信は、同レビュー手続きの対象外であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。 

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   ：  有
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3Q 3,390,000 株 23年3月期 3,390,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,779 株 23年3月期 1,779 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,388,221 株 23年3月期3Q 3,020,039 株
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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当社グループの連結業績は、収益面では珍味事業が好調で、飲料事業とそ

の他事業の減収を吸収し、微増となりました。天候要因による麦茶の不振があったとは言え、珍味事業の売上高が

飲料事業を初めて上回る状況で、市場の縮小が続く麦茶と、ビーフジャーキーの成長を顕著に表わす結果となって

おります。 

損益面では、麦茶の不振が国内工場の稼働率低下などマイナス要因となっているものの、事業改善および原

価・経費低減活動が寄与して増益を続けております。 

以上より、売上高453百万円（前年同四半期比3.7％増）、営業利益9百万円（前年同四半期比197.3％増）、経

常利益11百万円（前年同四半期比183.9％増）、四半期純利益10百万円（前年同四半期比40.6％増）となりまし

た。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①飲料事業 

 主力の麦茶が 盛期に減収となりましたが、「ごぼう茶」が、消費者の健康志向を受け、秋冬商戦でも順調に取

扱店を拡大するなど引き続き好調で、麦茶の減収を補って、飲料事業全体の売上高を微減に留めました。収益面で

は、麦茶の不振に伴って工場稼働率が低下、ごぼう茶はこれを補う程の規模には育っていないものの、工場の合理

化で収益悪化を吸収いたしました。その結果、第３四半期連結累計期間の業績は、売上高217百万円（前年同四半

期比2.5％減）、営業利益25百万円（前年同四半期比4.7％増）となりました。 

②珍味事業 

ビーフジャーキーが、駄菓子向けＯＥＭを中心に引き続き好調で、２桁の増収を更に続けております。損益面

では、中国生産子会社で原料調達価格や人件費の高騰が続くものの、生産の合理化や円高が吸収いたしました。そ

の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高224百万円（前年同四半期比18.9％増）、営業利益35百万円

（前年同四半期比22.9％増）となりました。 

③その他 

業務用食品については、ナルトの増収が続くものの、停止された乾燥野菜の供給が再開されないことから減収

が続いております。その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高11百万円（前年同四半期比53.6％

減）、営業利益1百万円（前年同四半期比33.3％増）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は431百万円（前連結会計年度末は426百万円）となり、負債は68百

万円（前連結会計年度末は73百万円）となりました。純資産は363百万円（前連結会計年度末は353百万円）とな

り、自己資本比率は84.1％（前連結会計年度末は82.7％）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、現時点では、平成23年10月31日発表の当社「平成24年３月期第２四半期決算短信

[日本基準]（連結）」に記載の内容から修正はございません。業績に影響を与える事象が明らかになり次第、適宜

お知らせいたします。 

 なお上記の予想は、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、多分に不

確定な要素を含んでおります。 

実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当第２四半期において、重要な子会社の異動はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

棚卸資産の評価方法 

 当四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法および棚卸資産の簿価切下げに関して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、簿価切下げを行う方法によっております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計処理基準に関する事項の変更 

（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。  

   

 当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消・改善すべく、取締役会及び常務会が中心となって策定した事業再建計画に従っ

て前連結会計年度までに、役員報酬、社員給与及び子会社管理職社員の減俸、本社組織の簡素化、本社不動産の売

却、不採算事業及び子会社からの撤退、国内工場の統廃合及び廃止工場不動産の売却、有利子負債の圧縮・完済、本

社機能の移転に伴う賃借料等の削減、一般経費の圧縮や営業力及び商品開発力の強化を図るなど、財務状況の改善に

継続的に努めております。 

 なお、当社は平成22年６月14日開催の取締役会において、株式会社神戸物産との間で資本提携及び業務提携に関す

る基本合意書を締結することを決議いたしました。この資本提携に伴い平成22年６月30日に実施された第三者割当増

資により財政状態が大幅に改善したほか、今後、商品の安定的な販路が確保されることや、商品の共同開発や生産の

受託等により、売上高の安定的な計上と損益の健全化が見込まれております。   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 92,336 102,882

受取手形及び売掛金 86,974 107,658

商品及び製品 23,748 26,375

原材料及び貯蔵品 37,066 21,606

その他 3,883 2,998

貸倒引当金 △140 △247

流動資産合計 243,868 261,274

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 65,983 61,523

機械装置及び運搬具（純額） 17,795 14,911

土地 47,780 47,780

リース資産（純額） 2,852 1,782

その他（純額） 2,047 2,081

有形固定資産合計 136,460 128,080

無形固定資産   

リース資産 10,323 6,452

その他 14,590 13,933

無形固定資産合計 24,914 20,385

投資その他の資産   

投資有価証券 14,465 15,188

その他 7,057 6,622

投資その他の資産合計 21,522 21,811

固定資産合計 182,897 170,277

資産合計 426,766 431,552
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,100 30,971

リース債務 6,917 6,917

未払法人税等 2,972 994

賞与引当金 1,320 538

未払金 19,895 16,821

その他 4,379 9,210

流動負債合計 65,585 65,454

固定負債   

リース債務 6,917 1,729

繰延税金負債 1,126 1,243

固定負債合計 8,043 2,973

負債合計 73,628 68,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 462,750 462,750

資本剰余金 328,450 328,450

利益剰余金 △421,602 △410,944

自己株式 △782 △782

株主資本合計 368,814 379,472

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,640 2,245

為替換算調整勘定 △17,318 △18,593

その他の包括利益累計額合計 △15,677 △16,347

純資産合計 353,137 363,125

負債純資産合計 426,766 431,552
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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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 437,018 453,285

売上原価 251,531 258,273

売上総利益 185,486 195,011

販売費及び一般管理費 182,385 185,791

営業利益 3,101 9,220

営業外収益   

受取利息 35 68

受取配当金 484 349

為替差益 721 －

雑収入 1,483 2,390

営業外収益合計 2,724 2,808

営業外費用   

為替差損 － 924

株式交付費 1,428 －

雑損失 506 60

営業外費用合計 1,935 985

経常利益 3,890 11,044

特別利益   

投資有価証券売却益 5,348 －

特別利益合計 5,348 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40 －

特別損失合計 40 －

税金等調整前四半期純利益 9,199 11,044

法人税、住民税及び事業税 1,618 385

法人税等合計 1,618 385

少数株主損益調整前四半期純利益 7,581 10,658

四半期純利益 7,581 10,658
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,581 10,658

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,889 605

為替換算調整勘定 △3,135 △1,275

その他の包括利益合計 △7,024 △670

四半期包括利益 556 9,987

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 556 9,987

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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