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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 29,863 2.5 964 15.6 1,011 14.0 545 18.1

24年３月期第３四半期 29,142 5.6 834 18.5 887 19.9 462 15.3

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 551百万円(21.3％) 24年３月期第３四半期 454百万円(16.2％)

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３四半期 35 59 ―

24年３月期第３四半期 29 76 ―

（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３四半期 18,002 10,038 55.7

24年３月期 17,753 9,813 55.3

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 10,035百万円 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 ― 4 50 ―

25年３月期(予想) 5 00 9 50

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)

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 38,500 0.8 1,000 18.0 1,050 14.1 550 29.7 35 85
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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予想数値と大きく

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 (            )、除外  ―社 (            )

（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３Ｑ 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３Ｑ 1,026,463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３Ｑ 15,339,765株 24年３月期３Ｑ 15,532,217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３四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に伴い緩やかな回復傾向

にありましたが、世界経済の減速等を背景に、先行き不透明な状況が続いております。 

米飯加工食品業界におきましては、個人消費に回復が見られないなか、コメを中心とした原材料価格の

高騰に加え、エネルギーコストの増加、競争の激化など、引き続き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い、付加価値の高い商品開発に努めた結果、

コンビニエンスストアやスーパーマーケットを中心に、主力の弁当、おにぎりに加え調理パンが順調に売

上を伸ばしました。また、店内調理品向け食材提供や、サンドイッチ用食パンの販売など新しい取り組み

を開始いたしました。 

生産面では、米価の高騰による材料費増加を、ロスの削減、生産効率の改善など、徹底したコストダウ

ンで吸収し、安全・安心な製品をお届けするために品質・衛生管理の充実に取り組むとともに、環境負荷

軽減のため、商品のラップレス化に取り組みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は298億６千３百万円(前年同期比2.5％増)となり、営業

利益は９億６千４百万円(前年同期比15.6％増)、経常利益は10億１千１百万円(前年同期比14.0％増)、四

半期純利益は５億４千５百万円(前年同期比18.1％増)と増収増益となりました。 

  

当第３四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、現金及び預金と売掛金の増加を主

因に前連結会計年度末と比較して２億４千８百万円増加し、180億２百万円となりました。また、純資産

は、四半期純利益５億４千５百万円を計上する一方で、配当金の支払１億３千８百万円、自己株式の取得

１億９千万円等により前連結会計年度末と比較して２億２千５百万円増加し、100億３千８百万円となり

ました。 

  

最近の業績の動向等を踏まえ、平成24年10月18日に公表いたしました連結業績予想を修正いたしました

ので、お知らせいたします。 
  

 平成25年３月期連結業績予想数値の修正(平成24年４月１日～平成25年３月31日) 

 
  (修正の理由) 

通期業績につきましては、労務効率の改善、経費の削減等により、営業利益、経常利益および当期純利

益がそれぞれ前回予想数値を上回る見込であります。 

また、電力料金値上げへの対策として、照明のＬＥＤ化など設備投資を第４四半期会計期間に行う予定

であります。 

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

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

前回発表予想(Ａ) 38,500 950 1,000 470 30  53

今回修正予想(Ｂ) 38,500 1,000 1,050 550 35  85

増減額(Ｂ－Ａ) ― 50 50 80

増減率(％) ― 5.3 5.0 17.0

(ご参考)前期実績 
(平成24年３月期)

38,195 847 920 424 27  31
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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、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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,877,552 2,106,492

売掛金 3,674,946 3,852,585

商品及び製品 23,664 24,136

原材料及び貯蔵品 203,830 231,411

その他 421,039 198,714

貸倒引当金 △10,712 △2,690

流動資産合計 6,190,320 6,410,651

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,872,450 2,660,055

土地 6,430,964 6,384,498

その他（純額） 1,266,535 1,514,669

有形固定資産合計 10,569,950 10,559,222

無形固定資産 52,224 104,437

投資その他の資産   

その他 975,891 959,758

貸倒引当金 △34,757 △31,830

投資その他の資産合計 941,134 927,927

固定資産合計 11,563,309 11,591,588

資産合計 17,753,629 18,002,239

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,573,365 2,771,690

短期借入金 1,754,454 923,576

未払金 1,606,047 1,606,034

未払法人税等 56,168 188,255

賞与引当金 247,000 119,650

その他 298,370 412,429

流動負債合計 6,535,405 6,021,636

固定負債   

長期借入金 1,044,018 1,536,164

退職給付引当金 288,934 293,262

その他 72,260 112,534

固定負債合計 1,405,213 1,941,962

負債合計 7,940,619 7,963,598
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 1,647,465

自己株式 △93,563 △283,862

株主資本合計 9,798,567 10,015,268

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 20,354

その他の包括利益累計額合計 14,443 20,354

少数株主持分 － 3,017

純資産合計 9,813,010 10,038,640

負債純資産合計 17,753,629 18,002,239
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 29,142,423 29,863,931

売上原価 22,944,177 23,473,290

売上総利益 6,198,246 6,390,641

販売費及び一般管理費 5,363,836 5,425,898

営業利益 834,409 964,742

営業外収益   

受取利息 31 15

受取配当金 2,473 2,303

受取賃貸料 35,537 35,670

その他 55,976 42,498

営業外収益合計 94,018 80,487

営業外費用   

支払利息 29,255 20,383

不動産賃貸原価 8,107 7,886

その他 3,787 5,817

営業外費用合計 41,150 34,087

経常利益 887,278 1,011,142

特別利益   

固定資産売却益 － 4,985

投資有価証券売却益 － 620

特別利益合計 － 5,605

特別損失   

固定資産除却損 15,203 18,509

固定資産売却損 748 －

減損損失 － 86,466

特別損失合計 15,952 104,975

税金等調整前四半期純利益 871,325 911,772

法人税、住民税及び事業税 25,673 177,985

法人税等調整額 383,479 187,897

法人税等合計 409,152 365,883

少数株主損益調整前四半期純利益 462,172 545,889

少数株主利益 － 17

四半期純利益 462,172 545,871
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 462,172 545,889

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,222 5,911

その他の包括利益合計 △7,222 5,911

四半期包括利益 454,949 551,800

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 454,949 551,782

少数株主に係る四半期包括利益 － 17
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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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