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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 6,204 21.0 175 △57.5 182 △58.9 90 △64.6
24年2月期第1四半期 5,128 △4.1 413 ― 445 ― 254 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 83百万円 （△66.1％） 24年2月期第1四半期 247百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 14.12 ―
24年2月期第1四半期 39.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 13,568 6,270 46.2
24年2月期 13,281 6,282 47.3
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  6,267百万円 24年2月期  6,279百万円

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

24年2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 11,611 5.2 460 △36.3 492 △36.6 279 △37.2 43.68
通期 22,803 5.6 930 △5.3 994 △6.8 568 △3.9 88.93



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（その他）に関する事項 （１）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）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（その他）に関す
る事項 （２）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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 6,398,000 株 24年2月期 6,398,000 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 3,295 株 24年2月期 3,295 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 6,394,705 株 24年2月期1Q 6,394,774 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高や雇用環境及び個人消費の回復の遅れに加え、欧州の財

政危機や東日本大震災の影響により、非常に厳しい環境となりました。  

 食品業界におきましては、生活防衛意識の高まりによる商品の低価格化や食の安全・安心への対応が求められる

なか、原材料高騰や電力不足による節電対策など様々な外部環境への対応も求められております。  

 このような状況のもと、当社グループは、全国の製造・販売拠点を活用した営業活動、ラジオＣＭなどの広告宣

伝活動及び売場提案などの販売促進活動を積極的に実施し、既存得意先への拡販や新規取引先の開拓を行いまし

た。また、九州地区の営業活動を強化するため、平成24年４月に福岡営業所を福岡県に開設いたしました。  

 製品開発面では、「ご飯がススムキムチ」の商品リニューアル、新大久保の味を再現した「新大久保キムチ」や

簡単においしいおかずが出来上がる「おうちリッチ肉炒めのたれシリーズ」、韓国の調味料を使用した「なすとき

ゅうりのコチュジャン漬」などの開発を行い、販売をいたしました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高については、「ご飯がススムキムチ」などのキムチや

浅漬、惣菜などの製品売上高が好調に推移し、6,204百万円(前年同四半期比21.0％増)となりました。  

 利益につきましては、前第１四半期連結累計期間は原料野菜の仕入価格が安定しておりましたが、当第１四半期

連結累計期間は天候不順の影響などにより原料野菜の仕入価格が高騰したことや、生産増による人件費増加などに

より、営業利益175百万円(前年同四半期比57.5％減)、経常利益182百万円(前年同四半期比58.9％減)、四半期純利

益は90百万円(前年同四半期比64.6％減)となりました。  

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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て287百万円増加し、13,568百万円となりま

した。これは主に受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べて299百万円増加し、7,298百万円となりました。これは主に支払手形

及び買掛金の増加によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べて11百万円減少し、6,270百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年２月期の業績予想につきましては、平成24年４月13日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より平成24年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

（３）追加情報 

（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） 

 当第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。   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,772,658 1,546,453

受取手形及び売掛金 2,137,731 2,550,152

商品及び製品 105,593 135,003

仕掛品 35,488 43,186

原材料及び貯蔵品 140,616 163,981

繰延税金資産 78,098 77,987

その他 41,487 48,475

貸倒引当金 △1,558 △2,333

流動資産合計 4,310,116 4,562,907

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,724,972 1,720,104

機械装置及び運搬具（純額） 507,851 540,586

土地 6,013,215 6,013,215

リース資産（純額） 57,041 53,829

建設仮勘定 18,291 29,214

その他（純額） 16,684 16,283

有形固定資産合計 8,338,056 8,373,234

無形固定資産 40,897 50,239

投資その他の資産   

投資有価証券 255,762 241,661

繰延税金資産 246,441 250,473

その他 293,719 293,735

貸倒引当金 △203,424 △203,404

投資その他の資産合計 592,498 582,466

固定資産合計 8,971,452 9,005,940

資産合計 13,281,569 13,568,848

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,870,767 2,321,311

短期借入金 950,000 950,000

1年内返済予定の長期借入金 688,216 792,116

リース債務 18,985 21,453

未払法人税等 305,144 91,937

賞与引当金 120,740 34,958

役員賞与引当金 39,100 －

その他 641,490 881,267

流動負債合計 4,634,443 5,093,045
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,496,355 1,329,526

リース債務 62,322 66,832

繰延税金負債 1,506 1,814

退職給付引当金 240,481 248,794

役員退職慰労引当金 117,798 119,349

負ののれん 428,848 419,650

その他 17,483 19,460

固定負債合計 2,364,795 2,205,426

負債合計 6,999,238 7,298,472

純資産の部   

株主資本   

資本金 740,900 740,900

資本剰余金 669,100 669,100

利益剰余金 4,869,145 4,863,548

自己株式 △1,357 △1,357

株主資本合計 6,277,787 6,272,190

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,812 △4,883

その他の包括利益累計額合計 1,812 △4,883

少数株主持分 2,730 3,068

純資産合計 6,282,330 6,270,376

負債純資産合計 13,281,569 13,568,848
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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３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 5,128,177 6,204,495

売上原価 3,711,179 4,877,911

売上総利益 1,416,998 1,326,583

販売費及び一般管理費 1,003,187 1,150,606

営業利益 413,810 175,977

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 308 402

負ののれん償却額 9,385 9,385

持分法による投資利益 6,599 －

受取賃貸料 4,287 4,287

容器リサイクル費用返戻金 11,705 －

その他 8,405 5,344

営業外収益合計 40,690 19,419

営業外費用   

支払利息 8,915 7,891

持分法による投資損失 － 4,349

その他 － 193

営業外費用合計 8,915 12,433

経常利益 445,585 182,963

特別利益   

貸倒引当金戻入額 780 －

補助金収入 4,592 2,283

特別利益合計 5,373 2,283

特別損失   

固定資産処分損 18 645

特別損失合計 18 645

税金等調整前四半期純利益 450,940 184,601

法人税等 196,076 93,902

少数株主損益調整前四半期純利益 254,863 90,699

少数株主利益 36 374

四半期純利益 254,827 90,324
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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３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 254,863 90,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,361 △6,732

その他の包括利益合計 △7,361 △6,732

四半期包括利益 247,502 83,967

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 247,465 83,629

少数株主に係る四半期包括利益 36 338
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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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