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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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3月期第1四半期 15,550 9.2 699 △36.7 740 △36.5 340 △47.1

24年3月期第1四半期 14,234 △8.9 1,105 108.9 1,166 103.8 643 136.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 277百万円 （△53.5％） 24年3月期第1四半期 596百万円 （―％）

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3月期第1四半期 8.93 ―

24年3月期第1四半期 16.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 52,205 24,763 47.3
24年3月期 56,325 24,781 43.9

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  24,708百万円 24年3月期  24,725百万円

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3月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 7.75 ― 7.75 15.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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

通期 68,400 2.1 3,400 △19.6 3,450 △19.1 1,950 3.3 51.23



(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）２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、（添付資料）２ページ「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項（３）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
四半期連結財務諸表に対する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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、（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。 

※  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3月期1Q 38,277,406 株 24年3月期 38,277,406 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 218,815 株 24年3月期 218,324 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 38,058,764 株 24年3月期1Q 38,115,367 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我が国の経済は、東日本大震災の復興需要による緩やかな景気の持ち直しが

見られたものの、長引く欧州金融危機による円高の影響や夏場の電力供給に対する懸念などにより、先行き不透明

な状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く市場環境も、所得水準の伸び悩みや、消費者の低価格志向を背景に企業間の熾烈な販売

競争が繰り広げられるなど、依然として厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社グループにおきましては、当期の経営課題である「既存カテゴリーのシェアアッ

プ」「新価値提案力のさらなるアップ」を中心とした各施策に取り組んでまいりました。「既存カテゴリーのシェ

アアップ」につきましては、基幹商品であるお茶づけ海苔が60周年という節目の年を迎え、テレビＣＭを中心とし

た各メディアへの宣伝を強化するとともに、60周年をテーマとした各種販促企画を展開いたしました。加えて、麻

婆春雨30周年記念キャンペーンを実施することにより、中華惣菜カテゴリー全体での需要拡大に努めてまいりまし

た。「新価値提案力のさらなるアップ」につきましては、本年２月に発売したお肉マジックシリーズについて「時

間や手間をかけずにメインのお肉料理が簡単にできる」というコンセプトが消費者の支持を受け、売上は好調に推

移いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高155億50百万円（前年同期比9.2%増）、営業利益６億

99百万円（同36.7%減）、経常利益７億40百万円（同36.5%減）となりました。四半期純利益につきましては、特別

損失として投資有価証券評価損を計上したことにより、３億40百万円（同47.1%減）となりました。また、当第１

四半期連結累計期間の売上高・利益における前年同期との差異につきましては、前年の業績が東日本大震災の影響

を受けたことによるものであり、当期の業績については、概ね当初計画の範囲内で推移しております。 

なお、当社グループは食料品事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。 

   

（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、前連結会計年度末より41億20百万円減少し、522億５百万円となりま

した。これは主に、原材料及び貯蔵品等のたな卸資産が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことによ

るものです。また負債は、前連結会計年度末より41億３百万円減少し、274億41百万円となりました。これは主

に、短期借入金及び未払法人税等が減少したことによるものです。また、純資産は主に、利益剰余金が増加したも

のの、その他有価証券評価差額金が減少したことにより247億63百万円となりました。この結果、純資産から少数

株主持分を控除した自己資本は247億８百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ3.4ポイント上昇の

47.3％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、売上高・利益とも概ね当初計画どおり推移していることか

ら、平成24年５月11日発表の通期業績予想に変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

（２）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）   

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更   

（減価償却方法の変更） 

 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日以後に

取得した有形固定資産について、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。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,208 6,745

受取手形及び売掛金 12,850 8,860

有価証券 100 －

商品及び製品 2,870 2,970

仕掛品 441 530

原材料及び貯蔵品 3,813 4,227

その他 1,081 1,129

貸倒引当金 △4 △6

流動資産合計 28,359 24,457

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,468 14,485

減価償却累計額 △9,137 △9,232

建物及び構築物（純額） 5,331 5,253

機械装置及び運搬具 12,140 12,287

減価償却累計額 △9,443 △9,527

機械装置及び運搬具（純額） 2,696 2,759

土地 11,127 11,197

リース資産 1,754 1,825

減価償却累計額 △730 △813

リース資産（純額） 1,024 1,011

建設仮勘定 62 54

その他 1,816 1,845

減価償却累計額 △1,514 △1,524

その他（純額） 302 321

有形固定資産合計 20,544 20,597

無形固定資産   

のれん 46 38

その他 117 128

無形固定資産合計 163 166

投資その他の資産   

投資有価証券 5,537 5,230

その他 1,815 1,848

貸倒引当金 △95 △95

投資その他の資産合計 7,257 6,983

固定資産合計 27,965 27,748

資産合計 56,325 52,205



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,056 7,006

短期借入金 3,631 1,419

未払法人税等 1,273 210

賞与引当金 497 294

その他 6,185 5,764

流動負債合計 18,643 14,694

固定負債   

社債 7,000 7,000

長期借入金 2,785 2,609

退職給付引当金 545 593

資産除去債務 51 51

その他 2,517 2,492

固定負債合計 12,900 12,747

負債合計 31,544 27,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,502 3,502

資本剰余金 6,509 6,509

利益剰余金 18,215 18,260

自己株式 △182 △182

株主資本合計 28,045 28,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △16 △78

土地再評価差額金 △3,303 △3,303

その他の包括利益累計額合計 △3,319 △3,381

少数株主持分 55 54

純資産合計 24,781 24,763

負債純資産合計 56,325 52,205



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 14,234 15,550

売上原価 7,597 8,567

売上総利益 6,636 6,983

販売費及び一般管理費   

販売促進費 2,233 2,738

賞与引当金繰入額 91 96

その他 3,206 3,448

販売費及び一般管理費合計 5,531 6,283

営業利益 1,105 699

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 66 52

不動産賃貸料 28 30

その他 36 16

営業外収益合計 132 99

営業外費用   

支払利息 37 32

その他 34 25

営業外費用合計 71 57

経常利益 1,166 740

特別損失   

災害による損失 34 －

投資有価証券評価損 8 209

社葬費用 31 －

特別損失合計 73 209

税金等調整前四半期純利益 1,092 531

法人税等 449 191

少数株主損益調整前四半期純利益 643 339

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 643 340



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 643 339

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46 △61

その他の包括利益合計 △46 △61

四半期包括利益 596 277

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 597 278

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △0



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,092 531

減価償却費 373 373

のれん償却額 7 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △204 △202

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37 47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △50 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） △89 －

受取利息及び受取配当金 △67 △53

支払利息 37 32

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

投資有価証券評価損益（△は益） 8 209

その他の営業外損益（△は益） 1 3

その他の償却額 4 6

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 5

売上債権の増減額（△は増加） 3,964 3,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,171 △603

仕入債務の増減額（△は減少） 490 △49

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △501 △633

未払消費税等の増減額（△は減少） △120 △10

その他の資産・負債の増減額 27 △16

小計 2,831 3,639

利息及び配当金の受取額 67 55

利息の支払額 △33 △28

法人税等の支払額 △551 △1,242

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,314 2,424



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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 △6 △6

有形及び無形固定資産の取得による支出 △228 △266

有形固定資産の売却による収入 3 3

有価証券の償還による収入 － 100

関係会社貸付けによる支出 △92 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 0 4

子会社株式の取得による支出 △92 －

差入保証金の差入による支出 △1 △2

差入保証金の回収による収入 19 2

その他 △0 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △400 △164

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,700 △2,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △80 △91

長期借入金の返済による支出 △219 △188

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △248 △248

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,248 △2,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,334 △469

現金及び現金同等物の期首残高 8,183 7,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,849 6,707



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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