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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第48期

第１四半期連結
累計期間

第49期
第１四半期連結
累計期間

第48期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 8,311,460 8,555,902 35,241,701

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△112,614 143,499 739,223

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
△87,343 70,538 341,072

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△76,563 96,285 358,687

純資産額（千円） 8,365,270 8,805,230 8,800,359

総資産額（千円） 15,838,926 16,962,602 17,425,352

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△11.48 9.27 44.81

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 52.8 51.9 50.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　なお、主要な関係会社の異動は、以下のとおりです。

（生産部門）

　当第１四半期連結累計期間において、新規設立により株式会社あじかんアグリファーム（連結子会社）を連結の範

囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、緩やかながら回復の兆し

も見られるようになりました。しかしながら、欧州債務危機や長期化する円高などにより、依然として先行き不透明

な状況が続いております。

　食品業界におきましても消費者の節約志向は強く、同業他社との低価格競争が続くなか、高止まりする原油・穀物

価格などが企業収益を圧迫し、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、当社グループは第９次中期経営計画をスタートさせ、変化の激しい時代に対応するため、第

一に「商品の研究開発と技術開発の強化」、第二に「営業基盤の拡充と市場開拓」、第三に「利益構造の改善」、第

四に「全社供給体制の強化と効率化」、第五に「経営効率・経営品質の向上」を重点施策とした取り組みを開始い

たしました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は8,555百万円（前年同四半期比2.9％増加）、営業利益は175

百万円（前年同四半期は営業損失82百万円）、経常利益は143百万円（前年同四半期は経常損失112百万円）とな

り、四半期純利益は70百万円（前年同四半期は四半期純損失87百万円）となりました。

　なお、セグメント別では、営業部門におきましては、特に東日本エリアにおいて、コンビニエンスストア、スーパー

マーケット、弁当店を中心に厚焼玉子や野菜加工品、自社企画ブランドなどの需要が増加し、売上・利益ともに前年

同四半期を上回る結果となりました。また、平成22年12月に新規事業の一環として立ち上げた「ごぼう茶」ならび

に関連製品の売上高につきましても、様々なイベント活動などにより、当初計画を上回る状況で推移しております。

　他方、生産部門におきましては、原油価格や穀物価格の高止まりに起因した副材料・補助材料費の上昇はありまし

たが、製品売上の拡大に伴い生産高が増加したことに加え、主に当社の主要原材料である鶏卵価格が、需給の関係で

前年同四半期に比べ大きく低下したことにより、製造原価率は前年同四半期を下回りました。

　

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ462百万円減少し16,962百万円となりま

した。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ464百万円減少し9,411百万円となりました。主な減少要因は借入金の返済や

法人税等の支払に伴う現金及び預金の減少145百万円、受取手形及び売掛金の減少342百万円などであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ１百万円増加し7,551百万円となりました。これは減価償却の進行や投資有

価証券の時価評価などによる減少要因はありましたが、主に、生産設備の増強投資による機械及び装置を新規取得

したことによります。

　

（負債）

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ467百万円減少し8,157百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ372百万円減少し7,024百万円となりました。主な増減要因は、賞与引当金の

増加231百万円、短期借入金の返済による減少471百万円、未払法人税等の減少63百万円などであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ94百万円減少し1,132百万円となりました。主な減少要因は長期借入金の減

少91百万円などであります。

　なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は、前連結会計年度末に比べ562百万円減少し2,993百万円となっ

ております。
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（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円増加し8,805百万円となりました。主な増減要因は、四半期純利益

の計上70百万円、剰余金の配当による減少91百万円などであります。

　この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.4ポイント上昇し51.9％となりました。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、92百万円であります。　

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成24年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 7,700,000 同　左
東京証券取引所市場第二部

大阪証券取引所市場第二部

単元株式数

500株　

計 7,700,000 同　左 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日　
－ 7,700,000－ 1,102,250－ 1,098,990

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式数 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 88,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　7,584,500 15,169 －

単元未満株式 普通株式　　 27,000 － －

発行済株式総数 7,700,000 － －

総株主の議決権 － 15,169 －

 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

㈱あじかん
広島市西区商工セン

ター七丁目３番９号
88,500 － 88,500 1.15

計 － 88,500 － 88,500 1.15

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,539,402 1,393,545

受取手形及び売掛金 ※
 5,420,804

※
 5,078,027

商品及び製品 1,867,695 1,892,634

仕掛品 7,489 5,117

原材料及び貯蔵品 741,869 673,439

繰延税金資産 135,624 216,438

その他 182,882 168,823

貸倒引当金 △19,894 △16,776

流動資産合計 9,875,874 9,411,250

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,641,612 1,627,443

機械装置及び運搬具（純額） 954,220 1,023,975

土地 2,957,295 2,957,295

リース資産（純額） 58,621 73,512

その他（純額） 223,989 197,998

有形固定資産合計 5,835,739 5,880,226

無形固定資産

リース資産 57,556 53,205

ソフトウエア 150,632 136,021

その他 24,703 25,971

無形固定資産合計 232,892 215,199

投資その他の資産

投資有価証券 550,071 480,357

繰延税金資産 84,194 101,960

その他 864,288 891,865

貸倒引当金 △17,708 △18,256

投資その他の資産合計 1,480,845 1,455,926

固定資産合計 7,549,477 7,551,351

資産合計 17,425,352 16,962,602
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 2,627,536

※
 2,680,365

短期借入金 2,978,700 2,507,400

未払法人税等 218,315 155,161

賞与引当金 266,000 497,000

役員賞与引当金 26,046 9,984

リース債務 79,485 79,621

その他 1,200,927 1,094,852

流動負債合計 7,397,012 7,024,385

固定負債

長期借入金 577,400 486,000

退職給付引当金 149,040 141,045

役員退職慰労引当金 306,516 311,409

資産除去債務 43,454 43,597

リース債務 151,569 150,933

固定負債合計 1,227,981 1,132,985

負債合計 8,624,993 8,157,371

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,250 1,102,250

資本剰余金 1,098,990 1,098,990

利益剰余金 6,756,739 6,735,943

自己株式 △64,219 △64,300

株主資本合計 8,893,759 8,872,883

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 37,758 △387

為替換算調整勘定 △131,158 △67,265

その他の包括利益累計額合計 △93,400 △67,653

純資産合計 8,800,359 8,805,230

負債純資産合計 17,425,352 16,962,602
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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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 8,311,460 8,555,902

売上原価 6,529,536 6,427,683

売上総利益 1,781,923 2,128,218

販売費及び一般管理費 1,864,754 1,953,039

営業利益又は営業損失（△） △82,830 175,179

営業外収益

受取利息 506 470

受取配当金 4,503 5,167

通貨スワップ評価益 3,329 9,710

持分法による投資利益 6,396 7,190

その他 1,835 9,897

営業外収益合計 16,571 32,436

営業外費用

支払利息 8,823 8,467

為替差損 24,249 22,049

長期為替予約評価損 11,768 32,976

その他 1,512 622

営業外費用合計 46,355 64,116

経常利益又は経常損失（△） △112,614 143,499

特別利益

投資有価証券売却益 － 895

特別利益合計 － 895

特別損失

固定資産除却損 661 3,615

投資有価証券評価損 3,550 －

特別損失合計 4,211 3,615

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△116,826 140,779

法人税、住民税及び事業税 39,973 149,754

法人税等調整額 △69,457 △79,513

法人税等合計 △29,483 70,240

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△87,343 70,538

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87,343 70,538
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△87,343 70,538

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,550 △38,146

為替換算調整勘定 20,117 38,881

持分法適用会社に対する持分相当額 8,212 25,012

その他の包括利益合計 10,780 25,747

四半期包括利益 △76,563 96,285

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △76,563 96,285

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

（連結の範囲の重要な変更）

　当第１四半期連結累計期間より、新規設立により株式会社あじかんアグリファームを連結の範囲に含めておりま

す。

　

　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）　

　当社は、法人税法の改正に伴い、当第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、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。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 18,240千円 10,529千円

支払手形 133,205 172,867

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 157,565千円 136,637千円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 91,336 12.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 91,333 12.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）　

　
報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

営業部門　　 生産部門

売上高      

(1）外部顧客への売上高 8,311,460　 －　 8,311,460　 － 8,311,460　

(2）

　

セグメント間の内部売上高又は

振替高
449　 2,212,957　 2,213,406　 △2,213,406 －

 計 8,311,909　 2,212,957　 10,524,866　  △2,213,4068,311,460　

 セグメント利益又は損失（△） 536,845　 △55,603　 481,242　 △564,072　 △82,830　

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△564,072千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△512,709千円及びたな卸資産の調整額△50,778千円が含まれております。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。　

　

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：千円）　

　
報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２　

営業部門　　 生産部門

売上高      

(1）外部顧客への売上高 8,555,902　 －　 8,555,902　 － 8,555,902　

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
87　 2,450,192　 2,450,279　 △2,450,279 －

計 8,555,989　 2,450,192　 11,006,181　  △2,450,2798,555,902　

セグメント利益 548,259　 145,777　 694,036　 △518,857　 175,179　

（注）１．セグメント利益の調整額△518,857千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△506,892

千円及びたな卸資産の調整額△1,004千円が含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。　

　

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　

　（重要な負ののれん発生益）

　　該当事項はありません。　

　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△11.48円 9.27円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△87,343 70,538

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損

失金額（△）（千円）
△87,343 70,538

普通株式の期中平均株式数（株） 7,611,339 7,611,105

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月10日

株式会社あじかん

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小松原　浩平　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 千々松　英樹　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社あじかん

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社あじかん及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）1．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　2．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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