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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 2,547 17.5 31 ― 40 ― 21 ―

24年3月期第1四半期 2,168 △17.4 △52 ― △35 ― △21 ―

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 0.64 ―

24年3月期第1四半期 △0.66 ―

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 12,378 7,416 59.9
24年3月期 12,450 7,530 60.5

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,416百万円 24年3月期  7,530百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50

25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― 2.50 2.50

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,600 14.0 △320 ― △220 ― △6.58

通期 10,100 6.6 70 △23.8 20 ― 0.60



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 34,639,434 株 24年3月期 34,639,434 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,201,144 株 24年3月期 1,200,665 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 33,438,609 株 24年3月期1Q 33,442,039 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ますが、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「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
 （１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における我が国経済は、復興需要の表面化や各種政策効果が個人消費
を後押しし、また、サプライチェーンの復旧や在庫調整の進展といった企業活動の持ち直しの
兆しが見られるなど、穏やかながらも上昇基調で推移しました。しかしながら、欧州政府債務
危機の再燃や円高、電力供給の制約など、依然として景気の下振れ懸念が存在しています。 
このような状況のもと当社は、同業他社との販売競争が激化するなか、昨年の東日本大震災
の影響による売上の落ち込みを回復すべく全社一丸となって積極的な営業活動を展開いたし
ました。特に、本年11月に創業90周年を迎えるのを機に、これに因んだ記念行事・メニュー・
商品の企画販売に取り組んでおり、当第１四半期においても数々の記念イベントやフェアを開
催し、また、記念メニューを提供いたしました。 
その結果、売上高は 2,547 百万円（前年同四半期比 17.5％増）となりました。利益面では、
オペレーションの一層の効率化を推進するとともに諸経費を継続的に削減し、営業利益 31 百
万円（前年同四半期は52百万円の損失）、経常利益40百万円（前年同四半期は35百万円の損
失）、四半期純利益21百万円（前年同四半期は21百万円の損失）となりました。 

 
（２）財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期会計期間の総資産は、前事業年度末比72百万円（0.6％）減少して、12,378百
万円となりました。 
流動資産は同59百万円（2.7％）増加の2,269 百万円、固定資産は同131 百万円（1.3％）
減少の10,109百万円となりました。流動資産増加の主な要因は、売掛金が103百万円増加し、
現金及び預金が25百万円減少したことであります。固定資産のうち有形固定資産は、68百万
円減少の7,235百万円となり、これは、減価償却実施額で111百万円減少したことなどにより
ます。投資その他の資産は、63百万円減少の2,871百万円となり、その主な要因は、投資有価
証券が66百万円減少したことであります。 
負債合計は、前事業年度末比41百万円（0.8％）増加して4,961百万円となりました。 

  流動負債は同37百万円（2.3％）増加の1,623百万円、固定負債は同4百万円（0.1％）増加
の3,338百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、未払金が113百万円増加したこと
と、賞与引当金が47百万円減少したことであります。 
純資産合計は、前事業年度末比 113 百万円（1.5％）減少して 7,416 百万円となりました。
その要因は、四半期純利益を計上した一方、配当の支払いを行い、その他有価証券評価差額金
が減少したことであります。 

 
(３) 業績予想に関する定性的情報 

   第２四半期累計期間および通期の業績につきましては、平成24年５月10日に発表いたしま
した業績予想に変更はございません。今後、業績予想に変更の必要が生じた場合には適切に開
示いたします。 

 
 

  



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,195,563 1,169,855 
売掛金 628,692 732,207 
商品及び製品 72,064 66,684 
仕掛品 5,693 6,970 
原材料及び貯蔵品 86,972 89,507 
繰延税金資産 131,185 122,882 
その他 91,020 83,028 
貸倒引当金 △2,074 △2,090 

流動資産合計 2,209,116 2,269,044 
固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 3,762,826 3,702,913 
機械装置及び運搬具（純額） 133,056 133,478 
工具、器具及び備品（純額） 382,499 373,906 
土地 3,024,799 3,024,799 
有形固定資産合計 7,303,181 7,235,098 

無形固定資産   
電話加入権 3,068 3,009 
無形固定資産合計 3,068 3,009 

投資その他の資産   
投資有価証券 886,119 819,298 
繰延税金資産 1,118,682 1,133,193 
その他 930,522 919,394 
貸倒引当金 － △400 

投資その他の資産合計 2,935,324 2,871,486 

固定資産合計 10,241,574 10,109,594 

資産合計 12,450,690 12,378,639 



(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 225,973 235,506 
短期借入金 380,000 380,000 
未払金 422,196 535,710 
未払法人税等 29,754 18,635 
賞与引当金 100,560 53,130 
その他 427,255 400,020 
流動負債合計 1,585,739 1,623,003 

固定負債   
退職給付引当金 2,785,307 2,785,239 
資産除去債務 78,405 78,570 
その他 471,050 475,050 
固定負債合計 3,334,763 3,338,859 

負債合計 4,920,502 4,961,862 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,700,011 3,700,011 
資本剰余金 3,654,271 3,654,271 
利益剰余金 534,558 472,465 
自己株式 △431,507 △431,655 

株主資本合計 7,457,334 7,395,093 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 72,854 21,683 
評価・換算差額等合計 72,854 21,683 

純資産合計 7,530,188 7,416,776 

負債純資産合計 12,450,690 12,378,639 



（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 2,168,915 2,547,756 
売上原価 1,995,759 2,291,085 
売上総利益 173,155 256,670 
販売費及び一般管理費 225,478 224,817 

営業利益又は営業損失（△） △52,322 31,853 

営業外収益   
受取利息 274 242 
受取配当金 10,356 10,041 
その他 8,721 1,776 
営業外収益合計 19,351 12,059 

営業外費用   
支払利息 1,421 1,421 
コミットメントフィー 687 687 
ゴルフ会員権退会損 － 1,000 
その他 72 72 
営業外費用合計 2,181 3,180 

経常利益又は経常損失（△） △35,152 40,732 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,152 40,732 

法人税、住民税及び事業税 3,291 9,743 
法人税等調整額 △16,459 9,483 

法人税等合計 △13,167 19,227 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,984 21,504 



（３）継続企業の前提に関する注記 
当第１四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 
 該当事項はありません。 
 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
当第１四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 
 該当事項はありません。 
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