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四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日 配当支払開始予定日  ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 
（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２四半期 3,354 ― 65 ― 77 ― 68 ―
24年 ３月期第２四半期 3,831 19.5 326 20.3 336 15.1 188 17.8

 

 
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２四半期 7.14 ―
24年 ３月期第２四半期 19.76 ―

（注）平成 24 年３月期は、１月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い 14 か月の変則決算となっておりますの

で、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 
（２）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２四半期 9,266 7,514 81.1
24年 ３月期 9,530 7,572 79.5

（参考）自己資本    25年 ３月期第２四半期 7,514百万円       24年 ３月期 7,572百万円 

 
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 ― 0.00 ― 11.00 11.00
25年 ３月期 ― 0.00  

25年 ３月期 
(予想) 

 ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
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、対前期増減率） 

 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

通  期 7,600 ― △80 ― △70 ― △40 ― △4.19

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 

（注）平成24年３月期は、１月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い14か月の変則決算となっておりますので、

対前期増減率は記載しておりません。 

 



 

※ 注記事項 
 

（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 

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 

（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添付資

料Ｐ．２「 ２．サマリー情報(注記事項)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。 

 

（３）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２Ｑ 9,610,000株 24年３月期 9,610,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 52,680株 24年３月期 52,580株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期２Ｑ 9,557,370株 24年３月期２Ｑ 9,557,703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、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、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。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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、当初復興関連需要を背景として緩やかに回復へ向け推移しており

ましたが、海外経済の減速等により景気は弱めの動きとなり、回復の動きは横這いの状態となっております。

また、食品業界におきましては、昨年の東日本大震災による売上増の反動減が続く中で、依然として原材料価格

は高水準で推移しているにもかかわらず、価格競争が激化しており、厳しい経営環境が続いております。

このような状況下にあって、当社は引き続き主力製品の棒ラーメンや長崎皿うどん等の販売強化に努めてまいり

ましたが、長崎皿うどんは順調に売上を伸ばしたものの、棒ラーメンやカップ麺は製品価格の競争や新製法による

袋麺の販売攻勢の影響を受け、大幅な売上減となりました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は、3,354百万円となりました。

また、利益面につきましては、営業利益は65百万円、経常利益は77百万円、四半期純利益は68百万円となりまし

た。

なお、平成24年３月期は、決算期を１月決算から３月決算へ変更をしたことに伴い14か月の変則決算となってお

りますので、対前年同四半期増減比は記載しておりません。

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、263百万円減少しました。これは主に建設仮

勘定が1,241百万円増加したものの、現金及び預金が252百万円、有価証券が1,199百万円減少したこと等によるも

のであります。

また、負債は、前事業年度末に比べ、206百万円減少しました。これは主に未払金が123百万円及び未払法人税等

が136百万円減少したこと等によるものであります。

（３）業績予想に関する定性的情報

最近の業績の動向を踏まえ、平成24年５月９日の決算短信にて公表いたしました通期業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成24年11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。

（１）四半期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。

（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分することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。

これによる損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２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,371,605 1,118,776

受取手形及び売掛金 1,965,475 1,716,986

有価証券 1,599,958 400,000

商品及び製品 122,702 224,571

仕掛品 35,900 45,091

原材料及び貯蔵品 106,954 78,475

繰延税金資産 33,564 29,992

その他 94,900 292,297

流動資産合計 5,331,062 3,906,193

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 294,813 284,544

機械及び装置（純額） 327,178 312,797

土地 1,509,881 1,509,881

建設仮勘定 1,200,005 2,441,949

その他（純額） 34,490 31,525

有形固定資産合計 3,366,368 4,580,699

無形固定資産 33,177 31,544

投資その他の資産

投資有価証券 522,223 466,782

関係会社社債 199,558 199,734

繰延税金資産 5,194 10,339

その他 76,092 74,496

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 799,569 747,853

固定資産合計 4,199,116 5,360,096

資産合計 9,530,178 9,266,289



（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,024,759 1,092,258

短期借入金 26,000 24,000

未払金 495,113 371,550

未払法人税等 147,037 10,531

賞与引当金 53,954 69,288

その他 70,376 49,021

流動負債合計 1,817,241 1,616,649

固定負債

退職給付引当金 96,156 95,921

役員退職慰労引当金 44,151 38,941

固定負債合計 140,307 134,862

負債合計 1,957,548 1,751,511

純資産の部

株主資本

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 3,615,561 3,578,679

自己株式 △30,877 △30,916

株主資本合計 7,564,025 7,527,103

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,604 △12,326

評価・換算差額等合計 8,604 △12,326

純資産合計 7,572,629 7,514,777

負債純資産合計 9,530,178 9,266,289



（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年７月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 3,831,826 3,354,802

売上原価 2,080,421 1,920,557

売上総利益 1,751,405 1,434,244

販売費及び一般管理費 ※  1,425,112 ※  1,368,590

営業利益 326,292 65,654

営業外収益

受取利息 11,471 6,219

受取配当金 4,117 4,162

補助金収入 － 10,621

その他 8,960 6,921

営業外収益合計 24,549 27,925

営業外費用

支払利息 139 138

たな卸資産廃棄損 9,950 12,688

その他 4,087 2,926

営業外費用合計 14,178 15,753

経常利益 336,664 77,825

特別利益

有価証券償還益 10,360 －

投資有価証券売却益 － 10,370

特別利益合計 10,360 10,370

特別損失

固定資産売却損 36 14

固定資産除却損 12,561 14

投資有価証券売却損 3 －

投資有価証券評価損 － 9,816

特別損失合計 12,601 9,845

税引前四半期純利益 334,422 78,350

法人税、住民税及び事業税 145,340 6,465

法人税等調整額 258 3,636

法人税等合計 145,599 10,101

四半期純利益 188,823 68,249



該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は食品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

販売品目別販売実績 

(単位：千円、単位未満切捨）

（注）前事業年度は、１月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い14か月の変則決算となっておりま

す。

（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

（５）セグメント情報等

４．補足情報

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

（自 平成23年２月１日
至 平成23年７月31日） （自 平成24年４月１日

至 平成24年９月30日）
金額 構成比

（％）
金額 構成比

（％）

棒ラーメン 1,010,346 26.4 849,254 25.3

皿うどん 901,057 23.5 940,955 28.1

カップめん 1,671,932 43.6 1,338,648 39.9

袋めん 240,908 6.3 216,200 6.4

その他 7,581 0.2 9,743 0.3

合計 3,831,826 100.0 3,354,802 100.0
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