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（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第３四半期の業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年 ３月期第３四半期 5,701 3.0 △400 ― △396 ― △383 ―
25年 ３月期第３四半期 5,538 ― 140 ― 157 ― 118 ―

 

 
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

26年 ３月期第３四半期 △40.16 ―
25年 ３月期第３四半期 12.41 ―

（注）平成 25 年３月期は、平成 24 年３月期が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 ％

26年 ３月期第３四半期 9,203 7,069 76.8
25年 ３月期 9,744 7,537 77.4

（参考）自己資本    26年３月期第３四半期 7,069百万円       25年３月期 7,537百万円 

 
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

25年 ３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年 ３月期 ― 0.00 ―  

26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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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 7,700 4.0 △450 ― △450 ― △440 ― △46.04

（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 ：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 

 

（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) 26年３月期３Ｑ 9,610,000株 25年３月期 9,610,000株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 53,980株 25年３月期 52,880株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期３Ｑ 9,556,476株 25年３月期３Ｑ 9,557,353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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くだ

さい。 
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策への期待感から円安や

株高が進展した結果、景気は緩やかな回復が見られましたが、一方では海外経済への不安や資源価格上昇などの不

安定要素に加え、平成26年４月の消費税増税への懸念など、先行き不透明な状況の中で推移いたしました。

食品業界におきましては、消費者の低価格志向が続く市場環境の中で、原材料高や同業他社との競合激化など、

依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社は主力製品である棒ラーメンや皿うどんの販売強化、新製品の市場投入等による新規

需要の開拓等に努め、棒ラーメンは売上を伸ばすことができましたが、その他の製品は横這いの状況となっており

ます。

一方、平成25年１月に竣工した福岡工場及び本社社屋の減価償却費増大の影響を受け、厳しい収支が見込まれて

おり、製造原価の見直しや業務効率化によるコスト削減にも鋭意努力してまいりました。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は、 百万円（前年同四半期比3.0％増）となりました。

また、利益面につきましては、減価償却費が増加したこと等により営業損失は 百万円（前年同四半期は営業

利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常利益 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年

同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、541百万円減少しました。これは主に受取手

形及び売掛金が327百万円増加したものの、機械及び装置が219百万円、１年内償還予定の関係会社社債が199百万

円、未収消費税等が185百万円及び未収還付法人税等が132百万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、73百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が218百万円増加

したものの、短期借入金が300百万円減少したこと等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月９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

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,701

400

140 396 157 383

118

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25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 313,275 378,226

受取手形及び売掛金 1,958,541 2,285,702

１年内償還予定の関係会社社債 199,910 －

商品及び製品 119,902 158,415

仕掛品 40,137 39,579

原材料及び貯蔵品 69,000 81,872

その他 601,992 212,899

流動資産合計 3,302,760 3,156,694

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,420,967 2,297,517

機械及び装置（純額） 1,721,993 1,502,467

土地 1,255,079 1,255,079

その他（純額） 337,735 294,816

有形固定資産合計 5,735,775 5,349,880

無形固定資産 105,335 88,683

投資その他の資産

投資有価証券 526,461 536,068

その他 77,333 75,315

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 600,295 607,883

固定資産合計 6,441,405 6,046,448

資産合計 9,744,166 9,203,142



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 985,746 1,204,293

短期借入金 300,000 －

未払金 488,135 472,724

未払法人税等 4,265 7,988

賞与引当金 45,187 16,651

その他 41,591 84,561

流動負債合計 1,864,924 1,786,219

固定負債

繰延税金負債 118,752 125,952

退職給付引当金 95,711 104,117

役員退職慰労引当金 44,219 39,864

その他 83,305 77,059

固定負債合計 341,988 346,993

負債合計 2,206,913 2,133,213

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 3,565,406 3,086,083

自己株式 △30,991 △31,417

株主資本合計 7,513,756 7,034,007

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,496 35,920

評価・換算差額等合計 23,496 35,920

純資産合計 7,537,252 7,069,928

負債純資産合計 9,744,166 9,203,142



（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 5,538,195 5,701,968

売上原価 3,199,039 3,718,469

売上総利益 2,339,156 1,983,499

販売費及び一般管理費 2,198,896 2,383,743

営業利益又は営業損失（△） 140,259 △400,243

営業外収益

受取利息 7,534 3,263

受取配当金 7,240 8,307

補助金収入 10,621 －

その他 13,950 16,326

営業外収益合計 39,347 27,897

営業外費用

支払利息 366 308

たな卸資産廃棄損 17,891 21,694

その他 3,519 2,591

営業外費用合計 21,777 24,594

経常利益又は経常損失（△） 157,829 △396,941

特別利益

投資有価証券売却益 10,370 5,553

交付金収入 － 16,742

特別利益合計 10,370 22,295

特別損失

固定資産売却損 14 －

固定資産除却損 14 1,081

特別損失合計 28 1,081

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 168,171 △375,727

法人税、住民税及び事業税 16,610 5,842

法人税等調整額 32,936 2,181

法人税等合計 49,546 8,024

四半期純利益又は四半期純損失（△） 118,624 △383,751



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）

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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
増減

（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）（自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日）
金額 構成比

（％）
金額 構成比

（％）
金額 増減率

（％）

棒ラーメン 1,419,281 25.6 1,588,610 27.9 169,328 11.9

皿うどん 1,415,020 25.6 1,407,548 24.7 △7,472 △0.5

カップめん 2,304,333 41.6 2,368,300 41.5 63,967 2.8

袋めん 337,684 6.1 278,109 4.9 △59,574 △17.6

その他 61,875 1.1 59,399 1.0 △2,476 △4.0

合計 5,538,195 100.0 5,701,968 100.0 163,772 3.0
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