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(百万円未満切捨て)

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

24年３月期第３四半期 29,142 5.6 834 18.5 887 19.9 462 15.3

23年３月期第３四半期 27,593 0.6 703 31.8 739 30.3 400 19.3

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 454百万円(16.2％) 23年３月期第３四半期 391百万円(―％)

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 29 76 ―

23年３月期第３四半期 24 65 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 18,263 9,839 53.9

23年３月期 17,889 9,524 53.2

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 9,839百万円 23年３月期 9,524百万円

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３月期 ― 4 00 ― 4 50 8 50

24年３月期 ― 4 50 ―

24年３月期(予想) 4 50 9 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)

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 37,200 3.2 900 18.0 900 9.5 477 13.0 30 71



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法にもとづく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四

半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法にもとづく四半期財務諸表のレビュー手続は終了し

ております。 

  

・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および合理

的であると判断する一定の前提にもとづいており、実際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく

異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件およ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)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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   社 (            )、除外   社 (            )

（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
 

 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

（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) 24年３月期３Ｑ 15,970,964株 23年３月期 15,970,964株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 439,812株 23年３月期 437,978株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 15,532,217株 23年３月期３Ｑ 16,258,542株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

  

  

○添付資料の目次

シノブフーズ株式会社(2903)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

1



当第３四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により厳しい状況にあるなか

で、緩やかな持ち直しが見られたものの、欧州の財政危機による金融不安や円高など、先行き不透明な状

況が続きました。 

米飯加工食品業界におきましては、お客様の内食回帰の動きがある一方で、電力供給不安に米価高騰が

重なり、引き続き厳しい経営環境となりました。 

このような状況下、当社グループは安全・安心な商品の開発に取り組み、既存取引先への取引深耕に加

え、新規取引先の開拓により、主力商品のお弁当やおにぎり、サンドイッチのブランド「エピ・ムー」シ

リーズが堅調に売上を伸ばしました。 

生産面では、原材料をはじめとしたコスト削減に取り組むとともに、設備投資による生産効率の向上や

作業環境の改善をはかり、品質・衛生管理の充実にも努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、291億４千２百万円(前年同期比5.6％増)となり、利

益面におきましても、営業利益は８億３千４百万円(前年同期比18.5％増)、経常利益は８億８千７百万円

(前年同期比19.9％増)、四半期純利益は４億６千２百万円(前年同期比15.3％増)と、増収増益となりまし

た。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、現金及び預金と売掛金の増加を主

因に前連結会計年度末と比較して３億７千３百万円増加し、182億６千３百万円となりました。また、純

資産は、四半期純利益４億６千２百万円を計上する一方で、配当金の支払１億３千９百万円等により前連

結会計年度末と比較して３億１千４百万円増加し、98億３千９百万円となりました。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年10月18日に発表しました業績予想の修正に関

するお知らせから変更は行っておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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 2,120,158 2,337,600

売掛金 3,455,089 3,862,776

商品及び製品 23,618 23,059

原材料及び貯蔵品 176,658 222,287

その他 532,306 466,624

貸倒引当金 △6,260 △3,860

流動資産合計 6,301,571 6,908,487

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,012,396 2,918,676

土地 6,263,794 6,263,794

その他（純額） 1,061,373 1,218,838

有形固定資産合計 10,337,564 10,401,309

無形固定資産 56,373 46,917

投資その他の資産

その他 1,242,793 953,361

貸倒引当金 △49,019 △46,870

投資その他の資産合計 1,193,774 906,490

固定資産合計 11,587,712 11,354,718

資産合計 17,889,283 18,263,206

負債の部

流動負債

買掛金 2,411,882 2,732,739

短期借入金 2,178,101 2,075,850

未払金 1,358,549 1,427,717

未払法人税等 107,078 34,336

賞与引当金 251,000 141,288

その他 304,512 377,631

流動負債合計 6,611,123 6,789,563

固定負債

長期借入金 1,378,692 1,271,546

退職給付引当金 286,713 287,475

その他 87,794 74,948

固定負債合計 1,753,201 1,633,970

負債合計 8,364,325 8,423,534
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 4,693,422 4,693,422

資本剰余金 3,958,242 3,958,242

利益剰余金 956,108 1,278,488

自己株式 △93,064 △93,508

株主資本合計 9,514,708 9,836,645

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,249 3,026

その他の包括利益累計額合計 10,249 3,026

純資産合計 9,524,958 9,839,671

負債純資産合計 17,889,283 18,263,206
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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 27,593,617 29,142,423

売上原価 21,713,729 22,944,177

売上総利益 5,879,888 6,198,246

販売費及び一般管理費 5,175,975 5,363,836

営業利益 703,912 834,409

営業外収益

受取利息 45 31

受取配当金 2,454 2,473

受取賃貸料 35,640 35,537

貸倒引当金戻入額 － 2,000

受取奨励金 20,550 24,950

その他 32,617 29,026

営業外収益合計 91,307 94,018

営業外費用

支払利息 41,134 29,255

不動産賃貸原価 10,767 8,107

その他 3,323 3,787

営業外費用合計 55,224 41,150

経常利益 739,995 887,278

特別利益

固定資産売却益 35,072 －

貸倒引当金戻入額 3,074 －

助成金収入 82,986 －

特別利益合計 121,133 －

特別損失

前期損益修正損 2,514 －

固定資産除却損 14,360 15,203

固定資産売却損 14,653 748

減損損失 72,065 －

保険解約損 18,852 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,025 －

特別損失合計 136,471 15,952

税金等調整前四半期純利益 724,657 871,325

法人税、住民税及び事業税 41,465 25,673

法人税等調整額 282,467 383,479

法人税等合計 323,933 409,152

少数株主損益調整前四半期純利益 400,724 462,172

四半期純利益 400,724 462,172
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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 400,724 462,172

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,172 △7,222

その他の包括利益合計 △9,172 △7,222

四半期包括利益 391,552 454,949

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 391,552 454,949

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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