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1.  平成24年10月期第3四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年7月31日） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(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10月期第3四半期 118,369 4.8 3,495 13.7 3,666 19.7 1,843 16.7
23年10月期第3四半期 112,970 9.6 3,075 45.4 3,062 40.9 1,579 58.3

（注）包括利益 24年10月期第3四半期 1,846百万円 （21.9％） 23年10月期第3四半期 1,515百万円 （―％）

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10月期第3四半期 235.39 ―
23年10月期第3四半期 201.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年10月期第3四半期 54,935 15,391 28.0 1,965.56
23年10月期 48,473 13,891 28.7 1,773.89
（参考） 自己資本  24年10月期第3四半期  15,385百万円 23年10月期  13,891百万円

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  ：  有  
配当予想の修正については、本日（平成24年９月７日）公表いたしました「平成24年10月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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10月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
24年10月期 ― 0.00 ―
24年10月期（予想） 50.00 50.00

3. 平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月 1日～平成24年10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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年９月７日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 160,200 6.3 4,320 20.1 4,140 15.6 2,070 18.0 264.34



(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  

(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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 珈琲まめ工房株式会社 、 除外 ―社 （社名）

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10月期3Q 8,800,000 株 23年10月期 8,800,000 株
② 期末自己株式数 24年10月期3Q 969,206 株 23年10月期 969,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期3Q 7,830,816 株 23年10月期3Q 7,851,761 株
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

第２四半期連結会計期間より、珈琲まめ工房㈱は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

１．サマリー情報（その他）に関する事項

２．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,016,191 27,283,128 

売掛金 7,442,593 7,861,859 

商品及び製品 3,730,992 3,845,287 

仕掛品 381,228 628,596 

原材料及び貯蔵品 438,969 574,903 

その他 604,921 848,049 

貸倒引当金 △2,663 △10,045 

流動資産合計 36,612,232 41,031,780 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,828,462 4,341,312 

土地 4,197,202 5,040,224 

その他（純額） 2,262,818 2,967,883 

有形固定資産合計 10,288,483 12,349,420 

無形固定資産   

その他 334,535 366,226 

無形固定資産合計 334,535 366,226 

投資その他の資産   

その他 1,241,259 1,246,697 

貸倒引当金 △2,521 △58,872 

投資その他の資産合計 1,238,738 1,187,825 

固定資産合計 11,861,757 13,903,472 

資産合計 48,473,989 54,935,253 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,483,321 11,805,049 

短期借入金 456,741 457,696 

未払法人税等 875,799 994,976 

賞与引当金 75,554 48,441 

その他 1,130,090 1,323,104 

流動負債合計 14,021,507 14,629,268 

固定負債   

長期借入金 16,673,677 20,831,121 

退職給付引当金 76,700 87,500 

資産除去債務 － 94,114 

預り保証金 3,772,950 3,832,450 

その他 38,130 68,909 

固定負債合計 20,561,458 24,914,095 

負債合計 34,582,965 39,543,364 

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,000 64,000 

資本剰余金 8,196,144 8,196,144 

利益剰余金 7,384,014 8,874,932 

自己株式 △1,083,184 △1,083,271 

株主資本合計 14,560,973 16,051,804 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △669,949 △666,635 

その他の包括利益累計額合計 △669,949 △666,635 

新株予約権 － 6,719 

純資産合計 13,891,024 15,391,889 

負債純資産合計 48,473,989 54,935,253 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年７月31日) 

売上高 112,970,046 118,369,732 

売上原価 105,761,599 109,936,567 

売上総利益 7,208,447 8,433,164 

販売費及び一般管理費 4,133,198 4,937,363 

営業利益 3,075,249 3,495,801 

営業外収益   

受取利息 43,287 26,014 

受取配当金 146 5 

持分法による投資利益 － 1,820 

受取賃貸料 77,031 62,061 

補助金収入 49,957 126,657 

為替差益 － 217,056 

その他 87,249 158,746 

営業外収益合計 257,672 592,362 

営業外費用   

支払利息 129,903 174,239 

持分法による投資損失 288 － 

賃貸収入原価 67,609 59,175 

為替差損 12,683 － 

デリバティブ評価損 － 52,670 

その他 59,823 135,374 

営業外費用合計 270,308 421,459 

経常利益 3,062,613 3,666,704 

特別利益   

固定資産売却益 2,635 8,924 

貸倒引当金戻入額 72,755 － 

為替換算調整勘定取崩額 20,698 － 

投資有価証券売却益 － 1,080 

その他 5 － 

特別利益合計 96,095 10,004 

特別損失   

固定資産除却損 30,444 18,024 

固定資産売却損 30,180 1,637 

減損損失 211,279 － 

特別損失合計 271,904 19,661 

税金等調整前四半期純利益 2,886,803 3,657,047 

法人税、住民税及び事業税 1,269,546 1,754,453 

法人税等調整額 37,395 59,289 

法人税等合計 1,306,942 1,813,742 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,579,861 1,843,305 

四半期純利益 1,579,861 1,843,305 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,579,861 1,843,305 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △64,724 3,314 

その他の包括利益合計 △64,724 3,314 

四半期包括利益 1,515,137 1,846,619 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,515,137 1,846,619 

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。 

   

   

（１）その他 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社株式を大阪証券取引所市場第二部から、同市場第一部へ一部指定の

申請を行う旨を決議し、本日、株式会社大阪証券取引所に一部指定の申請を行いましたので、お知らせいたしま

す。 

 なお、一部指定の申請が、株式会社大阪証券取引所の承認を受けられるかどうか、また、いつ承認を受けられる

かは不確定であることにご留意ください。  

   

（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

４．補足情報
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