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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） 

 

(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 36,004 2.2 411 95.4 479 72.1 151 △21.7
23年3月期第3四半期 35,242 △1.3 210 △56.1 278 △47.4 193 △23.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 118百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 130百万円 （―％）

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 12.50 ―
23年3月期第3四半期 15.97 ―

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 32,554 10,480 32.2
23年3月期 30,332 10,506 34.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,480百万円 23年3月期  10,506百万円

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 ― 12.00 12.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 12.00 12.00

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 47,500 3.3 450 152.4 500 104.9 100 △32.6 8.27



(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
半期財務諸表の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）2ページ「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 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3Q 12,102,660 株 23年3月期 12,102,660 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,967 株 23年3月期 3,817 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 12,098,751 株 23年3月期3Q 12,099,053 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により縮小していた生産活動が正常

化に向かい、景気の落ち込みから持ち直しの動きが見られました。しかしながら、放射能汚染問題や欧

州債務問題を背景とした金融市場不安による円高や株安等、依然として先行き不透明な状況となってお

ります。 

食品業界におきましては、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの混乱や電力制限により縮小

していた生産活動が回復傾向にありましたが、販売面に関しましては、依然として低価格志向が継続し

ており、厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような環境のなかで、当社グループにおきましては、震災により、水産品の供給に支障がありま

したが、商品の安定的な供給を継続することを重要課題に、原材料の安定的な確保、生産効率の改善に

努めるとともに、お客様のニーズを捉えた商品開発、お客様への迅速な対応に努めて参りました。その

結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、360億4百万円(前年同期比2.2％増)となりまし

た。 

利益面に関しましては、営業利益は4億1千1百万円(前年同期比95.4％増）、経常利益は4億7千9百万

円(前年同期比72.1％増）となりました。四半期純利益におきましては、法人税率引き下げに関する法

律が公布されたことに伴い、繰延税金資産の一部の取り崩しを行った結果、1億5千1百万円(前年同期比

21.7％減）となりました。 

事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は単一セグメント

であるため、部門別により記載しております。 

冷凍食品部門につきましては、279億7千3百万円(前年同期比2.1％増)となりました。 

日配食品部門につきましては、54億2千5百万円(前年同期比0.8％減)となりました。 

缶詰部門等につきましては、26億5百万円(前年同期比9.6％増)となりました。 

  

資産につきましては、主に売掛金が増加したこと等により、当第３四半期連結会計期間末の総資産は

前連結会計年度末に比べ22億2千2百万円増加し、325億5千4百万円となりました。 

負債につきましては、主に支払手形及び買掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ22

億4千9百万円増加し、220億7千4百万円となりました。 

純資産につきましては、主にその他有価証券評価差額金が減少したこと等により、前連結会計年度末

に比べ2千6百万円減少し、104億8千万円となりました。 

  

最近の業績動向を踏まえ、平成23年10月26日に公表した業績予想を修正しております。詳細につきま

しては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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 1,722,391 2,214,035

受取手形及び売掛金 8,262,023 10,017,689

有価証券 210,178 190,184

商品及び製品 2,326,116 2,406,780

仕掛品 263,904 262,349

原材料及び貯蔵品 1,652,017 1,909,675

その他 631,234 555,726

貸倒引当金 △94,309 △109,918

流動資産合計 14,973,556 17,446,522

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,393,284 5,204,842

機械装置及び運搬具（純額） 3,969,651 3,976,793

その他（純額） 2,762,866 2,724,351

有形固定資産合計 12,125,802 11,905,987

無形固定資産 182,360 171,349

投資その他の資産

その他 3,195,422 3,183,349

貸倒引当金 △145,012 △152,411

投資その他の資産合計 3,050,410 3,030,937

固定資産合計 15,358,573 15,108,274

資産合計 30,332,129 32,554,796

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,652,952 7,726,942

短期借入金 3,510,000 3,410,000

未払法人税等 85,448 40,891

賞与引当金 429,438 193,194

その他 4,192,938 4,660,016

流動負債合計 13,870,776 16,031,044

固定負債

長期借入金 2,729,700 3,073,600

退職給付引当金 1,494,810 1,507,108

役員退職慰労引当金 217,302 233,887

その他 1,512,617 1,228,725

固定負債合計 5,954,429 6,043,321

負債合計 19,825,206 22,074,365
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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 1,474,633 1,474,633

資本剰余金 1,707,937 1,707,937

利益剰余金 7,212,986 7,219,041

自己株式 △3,612 △3,721

株主資本合計 10,391,944 10,397,891

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 114,978 82,539

その他の包括利益累計額合計 114,978 82,539

純資産合計 10,506,923 10,480,431

負債純資産合計 30,332,129 32,554,796
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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 35,242,220 36,004,514

売上原価 28,778,497 29,237,677

売上総利益 6,463,723 6,766,837

販売費及び一般管理費 6,253,083 6,355,292

営業利益 210,639 411,544

営業外収益

受取利息 734 776

受取配当金 19,382 20,918

持分法による投資利益 74,701 86,097

その他 54,620 39,438

営業外収益合計 149,439 147,231

営業外費用

支払利息 79,590 77,441

その他 1,789 1,727

営業外費用合計 81,380 79,169

経常利益 278,698 479,606

特別利益

固定資産売却益 318 771

投資有価証券売却益 90,609 －

株式割当益 19,681 －

特別利益合計 110,609 771

特別損失

固定資産除却損 40,640 35,327

その他 8,366 5,520

特別損失合計 49,006 40,847

税金等調整前四半期純利益 340,301 439,530

法人税、住民税及び事業税 54,019 52,607

法人税等調整額 93,060 235,680

法人税等合計 147,080 288,288

少数株主損益調整前四半期純利益 193,221 151,241

四半期純利益 193,221 151,241
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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 193,221 151,241

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △62,513 △33,597

持分法適用会社に対する持分相当額 － 1,158

その他の包括利益合計 △62,513 △32,439

四半期包括利益 130,707 118,802

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 130,707 118,802

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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