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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３四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 5,538 ― 140 ― 157 ― 118 ―
24年 ３月期第３四半期 5,792 19.7 479 30.0 496 25.1 270 22.2

 

 
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 12.41 ―
24年 ３月期第３四半期 28.32 ―

（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３四半期 10,147 7,559 74.5
24年 ３月期 9,530 7,572 79.5

（参考）自己資本    25年３月期第３四半期 7,559百万円       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 ：無 

（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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 9,557,353株 24年３月期３Ｑ 9,557,620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３四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要が引き続き景気を下支えする中で、海外経済の減速等の

影響を受け国内景気は弱めの動きとなっております。

また、食品業界におきましては、値下げ競争の激化などデフレ色がさらに強まっており、厳しい経営環境が続い

ております。

このような状況下において、当社は長崎皿うどんが引き続き順調に売上を伸ばす一方で、新製法による袋麺の販

売攻勢や価格競争の影響を受け、大幅な売上減となっておりました棒ラーメンやカップ麺の販売強化に努めてまい

りましたが、上半期の売上減を挽回するまでには至っておりません。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は、5,538百万円となりました。

また、利益面につきましては、営業利益は140百万円、経常利益は157百万円、四半期純利益は118百万円となり

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３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、616百万円増加しました。これは主に有価証

券が1,599百万円減少したものの、建物が2,353百万円増加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、630百万円増加しました。これは主に短期借入金が574百万円増加したこと

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

平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成25年１月25日に公表しました業績予想に変更ありません。

（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３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,371,605 272,377

受取手形及び売掛金 1,965,475 2,323,298

有価証券 1,599,958 －

１年内償還予定の関係会社社債 － 199,822

商品及び製品 122,702 153,442

仕掛品 35,900 42,570

原材料及び貯蔵品 106,954 79,848

繰延税金資産 33,564 474

その他 94,900 493,606

流動資産合計 5,331,062 3,565,440

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 294,813 2,648,172

機械及び装置（純額） 327,178 333,504

土地 1,509,881 1,551,651

建設仮勘定 1,200,005 1,209,823

その他（純額） 34,490 244,806

有形固定資産合計 3,366,368 5,987,958

無形固定資産 33,177 38,820

投資その他の資産

投資有価証券 522,223 468,091

関係会社社債 199,558 －

繰延税金資産 5,194 14,053

その他 76,092 76,293

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 799,569 554,938

固定資産合計 4,199,116 6,581,718

資産合計 9,530,178 10,147,158



（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,024,759 1,138,412

短期借入金 26,000 600,000

未払金 495,113 563,317

未払法人税等 147,037 2,749

賞与引当金 53,954 16,508

その他 70,376 48,185

流動負債合計 1,817,241 2,369,172

固定負債

退職給付引当金 96,156 96,748

役員退職慰労引当金 44,151 41,579

その他 － 80,577

固定負債合計 140,307 218,904

負債合計 1,957,548 2,588,077

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 3,629,054

自己株式 △30,877 △30,916

株主資本合計 7,564,025 7,577,479

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,604 △18,398

評価・換算差額等合計 8,604 △18,398

純資産合計 7,572,629 7,559,081

負債純資産合計 9,530,178 10,147,158



（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年10月31日)

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

売上高 5,792,076 5,538,195

売上原価 3,184,102 3,199,039

売上総利益 2,607,974 2,339,156

販売費及び一般管理費 2,128,250 2,198,896

営業利益 479,724 140,259

営業外収益

受取利息 16,811 7,534

受取配当金 4,358 7,240

補助金収入 － 10,621

その他 11,605 13,950

営業外収益合計 32,775 39,347

営業外費用

支払利息 221 366

たな卸資産廃棄損 11,278 17,891

その他 4,283 3,519

営業外費用合計 15,782 21,777

経常利益 496,716 157,829

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 10,058 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 8,732 －

特別損失合計 31,356 28

税引前四半期純利益 475,720 168,171

法人税、住民税及び事業税 224,284 16,610

法人税等調整額 △19,270 32,936

法人税等合計 205,014 49,546

四半期純利益 270,705 118,624



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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

（自 平成23年２月１日
至 平成23年10月31日） （自 平成24年４月１日

至 平成24年12月31日）
金額 構成比

（％）
金額 構成比

（％）

棒ラーメン 1,561,728 27.0 1,419,281 25.6

皿うどん 1,311,205 22.6 1,415,020 25.6

カップめん 2,548,363 44.0 2,304,333 41.6

袋めん 345,412 6.0 337,684 6.1

その他 25,367 0.4 61,875 1.1

合計 5,792,076 100.0 5,538,195 100.0
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