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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第４四半期の業績（平成23年２月１日～平成24年１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４四半期  7,732 -  565       -    589     -   300      -  

23年 １月期  6,881 1.4   508 16.0   543 17.6   299 21.3 

 

 
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４四半期 31.46 －

23年 １月期 31.34 －

(注)平成 24 年３月期は、平成 23 年２月１日から平成 24 年３月 31 日までの 14 か月の変則決算となっておりますので、対前年同四半期増減率

は記載しておりません。 

 

（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４四半期 9,167 7,535 82.2 788.46

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４四半期 7,535 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 第４四半期末 期末 合計 

 円   銭 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)平成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、平成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

記載しておりません。 

 



 

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４Ｑ 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４Ｑ 52,580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４Ｑ 9,557,578株 23年１月期 9,558,344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４四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災やタイの洪水による供給制約が解消に向かい、景気

持ち直しの動きが見られたものの、欧州債務危機の深刻化による海外経済の減速や定着しつつある円高で輸出が停

滞し、貿易収支が赤字となるなど、不透明な状況が続きました。   

 食品業界におきましては、震災以降の「内食」志向が続いており、即席めん需要が堅調に推移しているものの、

小麦粉等の原価高や競合他社との価格競争激化により、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、長崎皿うどんの販売を強化するとともに、一層の

業績向上を図るべく、原価低減と採算管理の徹底に努めて参りました。 

 この結果、当第４四半期累計期間の売上高は、7,732百万円となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は565百万円、経常利益は589百万円、四半期純利益は300百万円となり

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４四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、64百万円増加しました。これは主に有価証券

が1,107百万円、投資有価証券が509百万円減少したものの、現金及び預金が926百万円、土地が616百万円、未収金

が197百万円増加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、138百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が36百万円、未

払法人税等が40百万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４四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

1,420百万円増加し、資金残高は1,890百万円となりました。 

  

 当第４四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403百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が増加したこと等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は1,142百万円となりました。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124百万円となりました。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 

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４四半期会計期間末 
(平成24年１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 2,090,054 1,163,301

受取手形及び売掛金 1,957,089 2,028,765

有価証券 1,599,944 2,707,421

商品及び製品 116,076 116,252

仕掛品 36,640 27,165

原材料及び貯蔵品 118,747 110,371

繰延税金資産 20,657 26,192

その他 234,122 40,172

流動資産合計 6,173,332 6,219,641

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 270,796 271,792

機械及び装置（純額） 239,902 196,367

土地 1,509,881 893,267

建設仮勘定 31,895 50,300

その他（純額） 34,730 44,426

有形固定資産合計 2,087,205 1,456,154

無形固定資産 29,800 23,645

投資その他の資産   

投資有価証券 591,865 1,101,830

関係会社社債 199,500 199,148

繰延税金資産 15,021 34,174

その他 74,187 71,341

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 877,074 1,402,994

固定資産合計 2,994,080 2,882,794

資産合計 9,167,412 9,102,436



（単位：千円）

当第４四半期会計期間末 
(平成24年１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 884,302 920,856

短期借入金 42,000 42,000

未払金 391,804 414,576

未払法人税等 103,886 144,340

賞与引当金 29,536 29,069

その他 45,156 73,028

流動負債合計 1,496,687 1,623,870

固定負債   

退職給付引当金 92,868 106,172

役員退職慰労引当金 42,204 40,638

固定負債合計 135,073 146,810

負債合計 1,631,760 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 3,598,329 3,421,909

自己株式 △30,877 △30,645

株主資本合計 7,546,793 7,370,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,141 △38,850

評価・換算差額等合計 △11,141 △38,850

純資産合計 7,535,651 7,331,755

負債純資産合計 9,167,412 9,102,436



（２）四半期損益計算書 
（第４四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第４四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

売上高 7,732,350

売上原価 4,297,396

売上総利益 3,434,954

販売費及び一般管理費 2,869,725

営業利益 565,228

営業外収益  

受取利息 21,688

受取配当金 7,421

その他 18,849

営業外収益合計 47,959

営業外費用  

支払利息 328

たな卸資産廃棄損 15,086

その他 7,951

営業外費用合計 23,367

経常利益 589,821

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 12,561

投資有価証券売却損 50,265

特別損失合計 72,885

税引前四半期純利益 527,296

法人税、住民税及び事業税 217,446

法人税等調整額 9,175

法人税等合計 226,622

四半期純利益 300,673



（第４四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第４四半期会計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

売上高 1,940,273

売上原価 1,113,293

売上総利益 826,979

販売費及び一般管理費 741,475

営業利益 85,504

営業外収益  

受取利息 4,877

受取配当金 3,062

その他 7,244

営業外収益合計 15,184

営業外費用  

支払利息 107

たな卸資産廃棄損 3,807

有価証券売却損 3,483

その他 184

営業外費用合計 7,584

経常利益 93,105

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 8,732

特別利益合計 8,732

特別損失  

投資有価証券売却損 50,261

特別損失合計 50,261

税引前四半期純利益 51,576

法人税、住民税及び事業税 △6,837

法人税等調整額 28,446

法人税等合計 21,608

四半期純利益 29,968



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第４四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１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 527,296

減価償却費 100,574

長期前払費用償却額 287

ソフトウエア償却費 7,714

賞与引当金の増減額（△は減少） 467

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,896

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,566

受取利息及び受取配当金 △29,109

有価証券売却損益（△は益） 3,483

有価証券償還損益（△は益） △10,360

投資有価証券売却損益（△は益） 50,265

支払利息 328

有形固定資産売却損益（△は益） 10,058

有形固定資産除却損 12,561

売上債権の増減額（△は増加） 71,676

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,079

仕入債務の増減額（△は減少） △36,553

未払金の増減額（△は減少） △22,034

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,165

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,021

その他の流動負債の増減額（△は減少） △147

その他の固定資産の増減額（△は増加） 26,125

小計 661,778

法人税等の支払額 △257,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 403,867

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 △400,000

定期預金の払戻による収入 950,000

従業員に対する長期貸付けによる支出 △547

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 1,227

有価証券の取得による支出 △800,000

有価証券の売却及び償還による収入 2,162,000

投資有価証券の取得による支出 △3,681

投資有価証券の売却及び償還による収入 48

有形固定資産の取得による支出 △1,330,598

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 △13,869

利息及び配当金の受取額 32,295

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,142,321

財務活動によるキャッシュ・フロー  

利息の支払額 △328

自己株式の取得による支出 △232

配当金の支払額 △124,333

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,894

現金及び現金同等物に係る換算差額 △325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,420,969

現金及び現金同等物の期首残高 469,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,890,054



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

  
（参考）前事業年度 当第４四半期累計期間 

増減 

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

至 平成24年１月31日）
  金額 構成比 

（％）  金額 構成比 
（％）  金額 増減率 

（％）  

棒状ラーメン  1,877,864  27.3  2,069,852  26.8  191,987  10.2

カップめん   2,799,716  40.7  3,436,022  44.4  636,306  22.7

袋めん   2,130,761  31.0  2,160,727  27.9  29,965  1.4

その他  72,770  1.0  65,747  0.9  △7,023  △9.7

合計   6,881,113  100.0  7,732,350  100.0  851,236  12.4
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