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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 25,828 1.7 263 △48.4 252 △48.7 390 ―
23年12月期第1四半期 25,392 △4.6 510 68.9 491 85.5 △372 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 503百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △386百万円 （―％）

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12月期第1四半期 46.04 ―
23年12月期第1四半期 △43.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 26,859 6,402 22.3
23年12月期 27,024 6,006 20.7
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  5,993百万円 23年12月期  5,586百万円

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12月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 52,000 7.3 570 △45.6 530 △49.0 380 ― 44.78
通期 104,000 3.2 1,220 △22.2 1,130 △28.2 770 118.9 90.75



(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）  ：  有  

詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧下さい。 

(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いません。 

※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、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

新規 ―社 （社名） 、 除外 3社 （社名）
木徳九州株式会社、備前食糧株式会
社、有限会社共栄ファーム

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12月期1Q 8,530,000 株 23年12月期 8,530,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 44,789 株 23年12月期 52,937 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 8,485,211 株 23年12月期1Q 8,478,692 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興事業による内需拡大を背景

に、個人消費や雇用情勢の緩やかな回復が見られるものの、欧州の債務問題、円高の継続、原油価格の

高騰等により、先行き不透明な状況が続きました。 

当社グループの主力事業が属する米穀業界においては、平成23年産米の仕入価格が平成22年産米に比

べ高値で推移する一方で、パンや麺の原料である小麦価格が値下げとなったことが米消費の減退に繋が

り、厳しい状況が続いております。 

このような状況のなか、当社グループの売上高は、食品事業と飼料事業における販売数量の増加によ

り、25,828百万円（前年同期比1.7％増）となりました。損益面では、米穀事業の売上総利益率の低

下、運賃や放射能検査費用の増加等により営業利益263百万円（同48.4％減）、経常利益252百万円（同

48.7％減）となりました。また、子会社との吸収合併により法人税等の低減が図られたこと、国の土地

収用による特別利益73百万円を計上したこと等により、四半期純利益390百万円（前年同期は372百万円

の四半期純損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は26,859百万円となり、前連結会計年度末と比べ165百

万円の減少となりました。これは主にたな卸資産の増加額727百万円及び投資有価証券の増加額107百万

円に対し、現金及び預金の減少額760百万円、受取手形及び売掛金の減少額219百万円等があったためで

あります。 

負債につきましては負債合計が20,456百万円となり、前連結会計年度末と比べ561百万円の減少とな

りました。これは主に短期借入金の増加額1,125百万円に対し、支払手形及び買掛金の減少額708百万

円、１年内返済予定の長期借入金の減少額113百万円、未払法人税等の減少額403百万円、その他の流動

負債の減少額124百万円、長期借入金の減少額332百万円等があったためであります。 

純資産につきましては純資産合計が6,402百万円となり、前連結会計年度末と比べ395百万円の増加と

なりました。これは主に利益剰余金の増加額304百万円、その他有価証券評価差額金の増加額75百万円

等があったためであります。 

  

当第１四半期の連結業績は、当初計画どおりに推移しており、平成24年２月16日に公表しました第２

四半期連結累計期間及び通期の業績の予想に変更はありません。 

  

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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当第１四半期連結累計期間において、連結子会社であった木徳九州㈱及び備前食糧㈱は、平成24年１

月１日付けで当社を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。 

また、連結子会社であった㈲共栄ファーム及び㈲茨城内外食品、㈱ジィーシーフーズは、平成24年１

月１日付けで同じく連結子会社である内外食品㈱を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。

なお、連結子会社であった関東内外食品事業協同組合は、重要性が乏しくなったため、連結の範囲か

ら除外しております。 

  

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
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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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,995,679 2,235,541

受取手形及び売掛金 9,673,473 9,454,002

商品及び製品 3,789,888 5,056,619

仕掛品 461,718 380,292

原材料及び貯蔵品 2,096,953 1,639,216

前渡金 28,787 42,938

未収入金 209,571 235,939

繰延税金資産 151,660 191,660

その他 322,186 236,926

貸倒引当金 △4,964 △6,259

流動資産合計 19,724,954 19,466,879

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,190,999 2,174,957

機械装置及び運搬具（純額） 707,349 694,218

土地 2,677,576 2,649,580

リース資産（純額） 17,818 23,272

その他（純額） 34,055 38,923

有形固定資産合計 5,627,799 5,580,952

無形固定資産

ソフトウエア 35,695 32,592

その他 38,361 36,039

無形固定資産合計 74,056 68,631

投資その他の資産

投資有価証券 1,042,320 1,149,887

長期貸付金 1,628 1,473

長期前払費用 7,509 7,423

繰延税金資産 4,231 －

その他 633,415 671,919

貸倒引当金 △91,330 △87,890

投資その他の資産合計 1,597,776 1,742,813

固定資産合計 7,299,632 7,392,397

資産合計 27,024,586 26,859,277
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,844,244 5,135,388

短期借入金 8,134,522 9,260,092

1年内償還予定の社債 272,000 242,000

1年内返済予定の長期借入金 1,472,429 1,358,644

未払法人税等 415,958 12,724

賞与引当金 150,405 238,843

災害損失引当金 6,825 －

リース債務 5,332 6,772

資産除去債務 19,180 －

その他 1,807,935 1,683,889

流動負債合計 18,128,834 17,938,355

固定負債

社債 360,000 320,000

長期借入金 1,944,995 1,612,139

繰延税金負債 372,411 397,712

退職給付引当金 11,675 11,730

役員退職慰労引当金 44,150 32,825

リース債務 12,485 16,499

資産除去債務 70,609 70,976

負ののれん 250 343

その他 72,419 56,054

固定負債合計 2,888,997 2,518,281

負債合計 21,017,831 20,456,636

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,508 331,687

利益剰余金 4,864,987 5,169,316

自己株式 △20,047 △16,959

株主資本合計 5,705,948 6,013,545

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △33,537 42,340

繰延ヘッジ損益 4,963 21,055

為替換算調整勘定 △90,687 △83,587

その他の包括利益累計額合計 △119,261 △20,191

少数株主持分 420,068 409,286

純資産合計 6,006,755 6,402,640

負債純資産合計 27,024,586 26,859,277
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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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高 25,392,262 25,828,233

売上原価 23,518,918 24,047,005

売上総利益 1,873,344 1,781,227

販売費及び一般管理費 1,362,400 1,517,620

営業利益 510,944 263,607

営業外収益

受取利息 3,230 2,172

受取配当金 513 424

不動産賃貸料 12,758 9,514

デリバティブ評価益 3,438 7,171

その他 29,026 19,006

営業外収益合計 48,968 38,289

営業外費用

支払利息 43,034 38,301

不動産賃貸費用 3,663 1,618

為替差損 20,718 8,618

その他 1,102 1,207

営業外費用合計 68,519 49,746

経常利益 491,393 252,149

特別利益

固定資産売却益 309 48,676

貸倒引当金戻入額 1,478 －

退職給付引当金戻入額 688 －

災害損失引当金戻入額 － 325

抱合せ株式消滅差益 － 16,407

収用補償金 － 27,748

その他 72 －

特別利益合計 2,549 93,156

特別損失

固定資産除却損 － 2,073

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 91,062 －

災害による損失 995,515 －

その他 － 928

特別損失合計 1,086,577 3,001

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△592,634 342,305

法人税、住民税及び事業税 17,717 1,647

法人税等調整額 △218,843 △60,939

法人税等合計 △201,125 △59,292

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△391,509 401,598

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18,957 10,924

四半期純利益又は四半期純損失（△） △372,552 390,673
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△391,509 401,598

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,425 76,242

繰延ヘッジ損益 20,137 16,092

為替換算調整勘定 △10,598 9,338

その他の包括利益合計 5,112 101,673

四半期包括利益 △386,396 503,271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △363,350 489,743

少数株主に係る四半期包括利益 △23,046 13,527
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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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