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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 24,435 2.5 441 △53.8 611 △46.8 398 △27.2
23年3月期第2四半期 23,845 △11.6 956 △27.8 1,149 △21.4 547 △41.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 503百万円 （3.6％） 23年3月期第2四半期 486百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 8.69 ―
23年3月期第2四半期 11.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 37,622 22,234 59.1 485.15
23年3月期 38,781 21,914 56.5 478.15
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  22,234百万円 23年3月期  21,914百万円

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

23年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
24年3月期 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 4.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 52,000 6.0 1,300 △31.1 1,600 △28.4 1,000 △20.8 21.82



(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 

(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きの実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点での予測数値であり、将来の様々な要因により変動する場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料の２ペ
ージをご参照下さい。 

4.  その他

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 46,923,646 株 23年3月期 46,923,646 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,092,820 株 23年3月期 1,090,824 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 45,832,283 株 23年3月期2Q 45,841,176 株
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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 

当社グループの主力である「製粉及び食品事業」につきましては、本年４月に外国産小麦の政府売渡価格が平均 

１８％引き上げられたことに伴い、６月２０日出荷分から業務用小麦粉販売価格の改定を行いました。 

当第２四半期の経営成績は、主力の小麦粉につきましては東日本大震災等の影響により、販売数量は若干減少しま

したが、乾麺やミックス粉の売上が堅調に推移したこと等により、売上高は若干増加しました。しかし、諸資材の値

上がりや副産物相場が低調に推移したことの影響等により、営業利益は前年同期間比大幅に減少しました。 

 「外食事業」の㈱さわやか（当連結対象期間1月～６月）につきましては、ケンタッキーフライドチキン店の売上

は堅調に推移し、売上高は若干増加しましたが、新規店舗出店に伴う諸費用の増加や、一部の業態店舗の低迷により、

営業利益は減少しました。 

 「運送事業」の日東富士運輸㈱につきましては、グループ外からの運賃収入は若干減少し、省エネ運転の実施等 

経費削減に努めましたが、燃料代の値上げ等により、営業利益は減少しました。 

以上の結果、当社グループの第２四半期業績は、売上高２４４億３千５百万円（前年同期間比２.５％増）、経常 

利益６億１千１百万円（前年同期間比４６.８％減）、四半期純利益３億９千８百万円（前年同期間比２７.２％減）

となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の財政状態は、総資産は原材料及び貯蔵品等は増加しましたが、現金及び預金等の減少により、前

連結会計年度末比１１億５千９百万円の減少となりました。純資産は利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比

３億１千９百万円の増加となり、自己資本比率は５９．１％になりました。 

 当第２四半期末の現金及び現金同等物は、２５億９千５百万円となり、前連結会計年度末より２８億５千２百万円

減少しました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加算した額から、売上債権や 

たな卸資産の増加等を控除し、△８億２千２百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得及び関係会社出資金の払込による支出により△７億３

千２百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により△１２億８千４百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成２３年１０月２４日に公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり見込んでおります。 

 

 

２．サマリー情報（その他）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 

 該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結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。 

 

（３）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。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,528 3,675

受取手形及び売掛金 7,917 8,239

商品及び製品 2,211 2,471

原材料及び貯蔵品 3,786 4,697

その他 708 576

貸倒引当金 △9 △24

流動資産合計 21,143 19,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,558 3,582

機械装置及び運搬具（純額） 2,905 2,945

土地 4,219 4,219

リース資産（純額） 2 1

その他（純額） 470 356

有形固定資産合計 11,156 11,105

無形固定資産   

のれん 38 48

その他 493 510

無形固定資産合計 532 558

投資その他の資産   

投資有価証券 4,718 4,926

その他 1,328 1,550

貸倒引当金 △97 △155

投資その他の資産合計 5,948 6,321

固定資産合計 17,637 17,985

資産合計 38,781 37,622
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,947 5,536

短期借入金 1,300 2,000

リース債務 0 0

未払法人税等 175 297

賞与引当金 504 445

役員賞与引当金 29 14

資産除去債務 5 －

その他 1,467 1,381

流動負債合計 9,431 9,676

固定負債   

長期借入金 4,850 3,050

リース債務 1 1

退職給付引当金 651 939

役員退職慰労引当金 190 114

資産除去債務 342 346

負ののれん 584 524

その他 814 733

固定負債合計 7,434 5,710

負債合計 16,866 15,387

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 4,049 4,049

利益剰余金 14,950 15,165

自己株式 △274 △274

株主資本合計 21,226 21,441

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 687 793

繰延ヘッジ損益 0 －

その他の包括利益累計額合計 688 793

純資産合計 21,914 22,234

負債純資産合計 38,781 37,622
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 23,845 24,435

売上原価 18,411 19,363

売上総利益 5,434 5,072

販売費及び一般管理費   

販売手数料 364 374

販売運賃 1,128 1,144

貸倒引当金繰入額 6 69

給料及び手当 928 967

賞与引当金繰入額 212 206

役員賞与引当金繰入額 14 14

退職給付引当金繰入額 125 141

役員退職慰労引当金繰入額 19 14

その他 1,677 1,697

販売費及び一般管理費合計 4,477 4,630

営業利益 956 441

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 58 53

負ののれん償却額 63 60

持分法による投資利益 44 36

その他 112 88

営業外収益合計 279 240

営業外費用   

支払利息 57 54

その他 28 16

営業外費用合計 86 71

経常利益 1,149 611

特別利益   

固定資産売却益 2 2

貸倒引当金戻入額 6 －

その他 1 －

特別利益合計 10 2

特別損失   

固定資産除却損 18 17

投資有価証券評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 156 －

震災損失 － 22

その他 2 3

特別損失合計 177 43

税金等調整前四半期純利益 983 571

法人税、住民税及び事業税 457 277

法人税等調整額 △21 △104

法人税等合計 435 172

少数株主損益調整前四半期純利益 547 398

四半期純利益 547 398
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 547 398

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77 106

繰延ヘッジ損益 － △0

持分法適用会社に対する持分相当額 16 △0

その他の包括利益合計 △61 105

四半期包括利益 486 503

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 486 503

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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

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 983 571

減価償却費 588 621

のれん償却額 1 6

負ののれん償却額 △63 △60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 72

賞与引当金の増減額（△は減少） △49 △58

退職給付引当金の増減額（△は減少） 244 287

受取利息及び受取配当金 △59 △54

支払利息 57 54

持分法による投資損益（△は益） △44 △36

固定資産売却損益（△は益） △2 △2

固定資産除却損 18 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 156 －

震災損失 － 22

売上債権の増減額（△は増加） 524 △390

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,593 △1,176

その他の流動資産の増減額（△は増加） △222 110

仕入債務の増減額（△は減少） 2,586 △410

その他の流動負債の増減額（△は減少） △336 △142

その他 △36 △104

小計 1,748 △674

利息及び配当金の受取額 76 71

利息の支払額 △57 △54

法人税等の支払額 △767 △124

その他 － △40

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,000 △822

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △411 △463

有形固定資産の売却による収入 3 3

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

関係会社出資金の払込による支出 － △158

差入保証金の回収による収入 11 23

その他 △14 △128

投資活動によるキャッシュ・フロー △719 △732

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △900 △900

長期借入金の返済による支出 △200 △200

配当金の支払額 △412 △183

自己株式の取得による支出 △3 △0

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,516 △1,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,243 △2,852

現金及び現金同等物の期首残高 5,024 5,448

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,780 2,595
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

（５）追加情報 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

 

（６）セグメント情報 

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)  

  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：百万円） 

 報告セグメント 

 
製粉及び 

食品事業 
外食事業 運送事業 計 

調整額 

四半期連結

財務諸表 

計上額 

売上高   

 外部顧客への売上高 20,682 3,046 117 23,845 ― 23,845

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高 

4 ― 1,172 1,177 △1,177 ―

計 20,686 3,046 1,289 25,022 △1,177 23,845

セグメント利益 809 89 55 954 2 956

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 Ⅱ 当第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) 

  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：百万円） 

 報告セグメント 

 
製粉及び 

食品事業 
外食事業 運送事業 計 

調整額 

四半期連結

財務諸表 

計上額 

売上高   

 外部顧客への売上高 21,190 3,137 107 24,435 ― 24,435

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高 

2 ― 1,199 1,202 △1,202 ―

計 21,193 3,137 1,307 25,637 △1,202 24,435

セグメント利益 334 65 41 440 1 441

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

  ２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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