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1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 12,679 7.0 308 1,213.2 351 463.6 238 165.7
24年3月期第2四半期 11,854 △9.3 23 △96.0 62 △90.2 89 △77.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 209百万円 （78.7％） 24年3月期第2四半期 117百万円 （32.5％）

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 14.40 ―
24年3月期第2四半期 5.40 ―

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 32,187 26,777 83.2
24年3月期 31,298 26,809 85.7
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 26,777百万円 24年3月期 26,809百万円

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 ― 10.00 ― 14.00 24.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、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 26,100 3.0 570 △16.2 640 △14.9 400 △12.3 24.09



(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 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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別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・修正再表示をご参照ください。

(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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は、今
後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料２ページをご参照ください。

※ 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2Q 18,532,856 株 24年3月期 18,532,856 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,979,965 株 24年3月期 1,970,078 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 16,560,360 株 24年3月期2Q 16,637,718 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に、企業活

動全般において緩やかな持ち直しの兆しが見られたものの、欧州の債務不安による海外経済の減速や国

内のデフレの懸念により依然として不透明な状況で推移しました。

当社の関連する製菓製パン業界におきましては、新製品の発売が活発になったものの、景気低迷によ

る消費環境の悪化や消費者の節約・低価格志向などにより依然として厳しい状況が続きました。

このような中で当社グループは、積極的な新製品開発に取り組むとともに、主力製品の拡売に注力し

ました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、家庭用製品が減少したもの

の、業務用製品は新企画の獲得増加などにより大きく伸長したことから、126億７千９百万円と前年同

四半期比107.0％、８億２千４百万円の増収となりました。利益につきましては、原材料価格は高止ま

りの状況にあるものの、業務用製品の売上が伸長したことにより、営業利益は３億８百万円と前年同四

半期比1313.2％、２億８千５百万円の増益、経常利益は３億５千１百万円と前年同四半期比563.6％、

２億８千９百万円の増益となりました。四半期純利益は２億３千８百万円と前年同四半期比265.7％、

１億４千８百万円の増益となりました。

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は321億８千７百万円と前連結会計年度末に比べ８億

８千９百万円の増加となりました。主な要因は、大阪新工場の建設等により有形固定資産が18億７千１

百万円増加したことと、減価償却費を５億８千２百万円計上したことによるものです。

負債合計は54億９百万円と前連結会計年度末に比べ９億２千万円の増加となりました。主な要因は、

大阪新工場の建設に伴う未払金の増加により流動負債その他が９億４千８百万円増加したことと、買掛

金が１億８千２百万円減少したことによるものです。

純資産合計は267億７千７百万円と前連結会計年度末に比べ３千１百万円の減少となりました。主な

要因は、利益剰余金が６百万円増加したことと、その他有価証券評価差額金が２千８百万円減少したこ

とによるものです。

連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績が想定した範囲内で推移しており、

平成24年５月15日に発表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

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別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

この結果、当第２四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は、

15,235千円増加しております。

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：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,054 3,480

受取手形及び売掛金 5,531 5,419

有価証券 5,581 5,583

製品 859 898

仕掛品 68 76

原材料及び貯蔵品 1,391 1,530

未収還付法人税等 115 －

繰延税金資産 150 206

その他 33 100

貸倒引当金 △22 △21

流動資産合計 17,763 17,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,768 4,832

機械装置及び運搬具（純額） 2,600 3,300

土地 2,673 2,673

建設仮勘定 1,675 1,186

その他（純額） 102 132

有形固定資産合計 10,820 12,125

無形固定資産 73 74

投資その他の資産

投資有価証券 918 879

繰延税金資産 591 590

その他 1,130 1,241

投資その他の資産合計 2,640 2,710

固定資産合計 13,534 14,911

資産合計 31,298 32,187
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,730 1,547

未払法人税等 46 122

賞与引当金 283 325

その他 919 1,868

流動負債合計 2,980 3,864

固定負債

退職給付引当金 1,315 1,329

役員退職慰労引当金 160 170

繰延税金負債 － 22

その他 32 21

固定負債合計 1,508 1,545

負債合計 4,488 5,409

純資産の部

株主資本

資本金 2,270 2,270

資本剰余金 2,381 2,381

利益剰余金 23,735 23,742

自己株式 △1,649 △1,659

株主資本合計 26,737 26,734

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 71 42

その他の包括利益累計額合計 71 42

純資産合計 26,809 26,777

負債純資産合計 31,298 32,187
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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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 11,854 12,679

売上原価 9,238 9,704

売上総利益 2,616 2,974

販売費及び一般管理費 2,593 2,665

営業利益 23 308

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 14 14

受取賃貸料 5 2

仕入割引 12 11

その他 14 17

営業外収益合計 50 48

営業外費用

賃貸費用 4 0

減価償却費 1 3

その他 5 1

営業外費用合計 11 5

経常利益 62 351

特別利益

固定資産売却益 0 0

災害損失戻入益 132 －

特別利益合計 132 0

特別損失

固定資産除却損 54 1

投資有価証券売却損 0 －

特別損失合計 55 1

税金等調整前四半期純利益 140 351

法人税、住民税及び事業税 65 132

法人税等調整額 △15 △19

法人税等合計 50 112

少数株主損益調整前四半期純利益 89 238

四半期純利益 89 238
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 89 238

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27 △28

その他の包括利益合計 27 △28

四半期包括利益 117 209

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 117 209

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９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 140 351

減価償却費 593 582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 10

前払年金費用の増減額（△は増加） 79 △103

賞与引当金の増減額（△は減少） 46 42

受取利息及び受取配当金 △18 △17

災害損失戻入益 △132 －

固定資産除却損 54 1

売上債権の増減額（△は増加） 413 112

たな卸資産の増減額（△は増加） △13 △185

仕入債務の増減額（△は減少） △129 △182

その他 △28 △128

小計 968 494

利息及び配当金の受取額 18 17

災害損失の支払額 △86 －

法人税等の還付額 － 124

法人税等の支払額 △65 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー 835 567

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △547 △875

有形固定資産の売却による収入 6 0

無形固定資産の取得による支出 △5 △6

固定資産の除却による支出 △0 △3

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

保険積立金の積立による支出 △7 △7

その他 2 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △553 △894

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △233 △231

自己株式の取得による支出 △70 △9

リース債務の返済による支出 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △307 △245

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25 △571

現金及び現金同等物の期首残高 9,881 9,136

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,856 8,564
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

該当事項はありません。

当社グループはフィリング・スプレッド製造販売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。

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

該当事項はありません。

平成24年11月９日（本日）開催の当社の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、

「種類株式発行に係る定款一部変更の件」、「全部取得条項に係る定款一部変更の件」及び「全部取得

条項付普通株式の取得の件」が決議されました。

これらの決議に伴い、当社普通株式は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」とい

う。）の上場廃止基準に該当することとなり、平成24年11月９日から平成24年12月７日までの間、整理

銘柄に指定された後、平成24年12月10日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株

式を東京証券取引所市場二部において取引することはできません。

なお、上記に関する日程は以下のとおりです。

詳細につきましては、本日公表の「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する承認

決議並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ」をご参照下さい。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

平成24年11月９日（金） 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日

平成24年11月９日（金） 種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日

平成24年11月９日（金） 当社普通株式の東京証券取引所市場二部における整理銘柄への指定

平成24年11月12日（月）（予定） 全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日設定公告

平成24年12月７日（金）（予定） 当社普通株式の東京証券取引所市場二部における売買最終日

平成24年12月10日（月）（予定） 当社普通株式の東京証券取引所市場二部における上場廃止日

平成24年12月12日（水）（予定） 全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日

平成24年12月13日（木）（予定） 全部取得条項に係る定款一部変更の効力発生日

平成24年12月13日（木）（予定） 全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式の交付の効力発生日
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