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(百万円未満切捨て)

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）

（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 9,674 3.4 350 27.0 371 21.3 216 26.9

24年３月期第１四半期 9,360 6.7 275 34.1 305 42.2 170 10.8

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 214百万円(26.9％) 24年３月期第１四半期 168百万円(17.0％)

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 14 01 ―

24年３月期第１四半期 10 99 ―

（２）連結財政状態

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 18,025 9,898 54.9

24年３月期 17,753 9,813 55.3

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 9,898百万円 24年３月期 9,813百万円

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 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年３月期 ― 4 50 ― 4 50 9 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 4 50 ― 4 50 9 00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 19,400 0.7 560 1.9 600 1.4 330 0.4 21 25

通期 38,500 0.8 900 6.2 970 5.4 450 6.1 28 97
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(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３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・修正再表示をご覧下さい。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法にもと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、金融商品取引法にもと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。 

  

・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および合理

的であると判断する一定の前提にもとづいており、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およ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)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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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
 

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

（４）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) 25年３月期１Ｑ 15,970,964株 24年３月期 15,970,964株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 640,012株 24年３月期 440,012株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 15,464,798株 24年３月期１Ｑ 15,532,760株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要を背景に個人消費や企業

収益に緩やかな持ち直しが見られるものの、欧州政府の債務危機による景気の下振れ懸念や電力供給の制

限など、依然として先行き不透明な状況となっております。 

米飯加工食品業界におきましては、コメを中心とした原材料価格の高騰やエネルギーコスト増に加え、

競争の激化など厳しい経営環境となりました。 

こうした状況下、当社グループは、お客さまのニーズに添った商品の開発に努め、コンビニエンススト

ア、スーパーマーケットを中心に主力商品であるおにぎりが売上を伸ばすとともに、２年連続モンドセレ

クション金賞を受賞した「エピ・ムー ミックスサンド」など調理パンの売上が順調に推移いたしまし

た。 

生産面では、米価の高騰による材料費の増加を、ロス削減など徹底したコストダウンに努めることで吸

収するとともに、安全・安心な製品をお届けするため、品質・衛生管理の充実に取り組みました。また環

境への配慮として、製品のラップレス化への取り組みを本格化いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、96億７千４百万円(前年同期比3.4％増)となり、利

益面におきましても、営業利益は３億５千万円(前年同期比27.0％増)、経常利益は３億７千１百万円(前

年同期比21.3％増)、四半期純利益は２億１千６百万円(前年同期比26.9％増)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、現金及び預金の増加を主因に前連

結会計年度末と比較して２億７千１百万円増加し、180億２千５百万円となりました。また、純資産は、

四半期純利益２億１千６百万円を計上する一方で、配当金の支払６千９百万円、自己株式の取得５千８百

万円等により前連結会計年度末と比較して８千５百万円増加し、98億９千８百万円となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月８日に発表しました決算短信の第2四半

期連結累計期間および通期の連結業績予想から変更は行っておりません。 

  

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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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社グループは、法人税法の改正にともない、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は、改正後の法人税法にもとづく減価償却の方法に変更してお

ります。 

なお、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。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,877,552 2,151,867

売掛金 3,674,946 3,758,043

商品及び製品 23,664 23,537

原材料及び貯蔵品 203,830 242,167

その他 421,039 335,802

貸倒引当金 △10,712 △10,792

流動資産合計 6,190,320 6,500,626

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,872,450 2,799,018

土地 6,430,964 6,430,964

その他（純額） 1,266,535 1,304,211

有形固定資産合計 10,569,950 10,534,194

無形固定資産 52,224 57,231

投資その他の資産   

その他 975,891 967,827

貸倒引当金 △34,757 △34,755

投資その他の資産合計 941,134 933,071

固定資産合計 11,563,309 11,524,497

資産合計 17,753,629 18,025,124

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,573,365 2,709,852

短期借入金 1,754,454 1,441,387

未払金 1,606,047 1,488,366

未払法人税等 56,168 39,826

賞与引当金 247,000 130,365

その他 298,370 440,155

流動負債合計 6,535,405 6,249,953

固定負債   

長期借入金 1,044,018 1,515,713

退職給付引当金 288,934 291,405

その他 72,260 69,571

固定負債合計 1,405,213 1,876,689

負債合計 7,940,619 8,126,643
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,693,422 4,693,422

資本剰余金 3,958,242 3,958,242

利益剰余金 1,240,466 1,387,199

自己株式 △93,563 △152,559

株主資本合計 9,798,567 9,886,304

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,443 12,176

その他の包括利益累計額合計 14,443 12,176

純資産合計 9,813,010 9,898,481

負債純資産合計 17,753,629 18,025,124
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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 9,360,458 9,674,708

売上原価 7,323,661 7,561,842

売上総利益 2,036,796 2,112,865

販売費及び一般管理費 1,760,900 1,762,463

営業利益 275,895 350,402

営業外収益   

受取利息 19 4

受取配当金 942 718

受取賃貸料 11,816 11,926

受取奨励金 21,550 6,600

その他 9,753 12,133

営業外収益合計 44,082 31,382

営業外費用   

支払利息 10,495 7,044

不動産賃貸原価 2,859 2,733

その他 676 852

営業外費用合計 14,030 10,631

経常利益 305,947 371,153

特別利益   

固定資産売却益 － 1,424

特別利益合計 － 1,424

特別損失   

固定資産除却損 1,750 1,412

特別損失合計 1,750 1,412

税金等調整前四半期純利益 304,196 371,165

法人税、住民税及び事業税 8,039 27,346

法人税等調整額 125,432 127,197

法人税等合計 133,472 154,543

少数株主損益調整前四半期純利益 170,724 216,622

四半期純利益 170,724 216,622
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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 170,724 216,622

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,807 △2,266

その他の包括利益合計 △1,807 △2,266

四半期包括利益 168,917 214,356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,917 214,356

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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