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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 23,496 △3.8 458 3.8 654 7.1 449 12.8
24年3月期第2四半期 24,435 2.5 441 △53.8 611 △46.8 398 △27.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 322百万円 （△36.0％） 24年3月期第2四半期 503百万円 （3.6％）

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2四半期 9.80 ―
24年3月期第2四半期 8.69 ―

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

25年3月期第2四半期 37,895 22,859 60.2 498.13
24年3月期 38,358 22,633 59.0 493.86
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  22,828百万円 24年3月期  22,633百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
25年3月期 ― 3.00
25年3月期（予想） ― 4.00 7.00

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）

（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 50,000 △0.1 1,130 14.8 1,440 7.1 930 6.9 20.29



(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）  ：  有  

(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 

(注)詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報(その他)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」をご覧ください。 

(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可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料の２
ページをご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名）
Nitto-Fuji International Vietnam Co.,Lt
d.

、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 46,923,646 株 24年3月期 46,923,646 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,096,045 株 24年3月期 1,094,460 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 45,828,265 株 24年3月期2Q 45,832,283 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 

１５％引き下げられたことにともない、７月１０日出荷分より小麦粉製品の価格改定を行いました。 

当第２四半期の経営成績は、売上高につきましては、前期末に譲渡した水産事業の影響もあり、前年同期間比減少

しましたが、各種合理化投資や経費削減の効果に加え、今期から連結対象としたベトナム子会社(Nitto-Fuji 

International Vietnam Co.,Ltd.)の売上及び利益が順調に推移したこともあり、営業利益、経常利益ともに前年 

同期間比増加しました。しかしながら今後につきましては、原料価格の改定や、諸経費のコスト上昇懸念もあり、 

引き続き厳しい事業環境が予想されます。 

「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キチン店の新規

出店効果もあり、売上高は前年同期間比増加しました。しかしながら、ローコストオペレーションの徹底に取り組ん

だものの、食材費の上昇等により、営業利益は前年同期間比大幅に減少しました。 

 「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増加しましたが、全体の運賃 

収入は伸び悩み、営業利益は前年同期間比減少しました。 

以上の結果、当社グループの第２四半期業績は、売上高２３４億９千６百万円（前年同期間比３.８％減）、経常 

利益６億５千４百万円（前年同期間比７.１％増）、四半期純利益４億４千９百万円（前年同期間比１２.８％増）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の減少により、前連結会計年度末比４億６千３百万円

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２億２千６百万円の増加となり、自己

資本比率は６０.２％になりました。 

 当第２四半期末の現金及び現金同等物は、６０億９千５百万円となり、前連結会計年度末より２７億４千７百万円

増加しました。 

 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に、売上債権及びた

な卸資産の増減額を加算し、３２億８千万円となりました。 

 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による支出等により△２億６千２百万円となりました。 

 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△３億８千４百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成２４年１０月２５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 

第１四半期連結会計期間より、当社の非連結子会社であった Nitto-Fuji International Vietnam Co.,Ltd.

は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

 

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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基づく減価償却の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。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,727 6,175

受取手形及び売掛金 ※2  8,615 ※2  7,685

商品及び製品 2,296 2,106

原材料及び貯蔵品 5,258 3,756

その他 567 646

貸倒引当金 △29 △28

流動資産合計 20,436 20,341

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,441 3,692

機械装置及び運搬具（純額） 2,949 2,957

土地 4,219 4,219

リース資産（純額） 1 1

その他（純額） 240 216

有形固定資産合計 10,852 11,087

無形固定資産   

のれん 74 103

その他 496 466

無形固定資産合計 571 570

投資その他の資産   

投資有価証券 4,968 4,919

その他 1,615 1,059

貸倒引当金 △86 △84

投資その他の資産合計 6,497 5,895

固定資産合計 17,921 17,553

資産合計 38,358 37,895
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,322 4,736

短期借入金 5,300 3,700

リース債務 0 0

未払法人税等 143 300

賞与引当金 403 445

役員賞与引当金 14 14

資産除去債務 10 5

その他 1,598 1,488

流動負債合計 12,794 10,690

固定負債   

長期借入金 450 1,850

リース債務 1 0

退職給付引当金 860 1,067

役員退職慰労引当金 132 108

資産除去債務 345 361

負ののれん 463 403

その他 678 553

固定負債合計 2,931 4,344

負債合計 15,725 15,035

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 15,500 15,819

自己株式 △275 △275

株主資本合計 21,774 22,093

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 858 809

為替換算調整勘定 － △74

その他の包括利益累計額合計 858 734

少数株主持分 － 31

純資産合計 22,633 22,859

負債純資産合計 38,358 37,895
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 24,435 23,496

売上原価 19,363 18,641

売上総利益 5,072 4,855

販売費及び一般管理費   

販売手数料 374 380

販売運賃 1,144 1,080

貸倒引当金繰入額 69 0

給料及び手当 967 926

賞与引当金繰入額 206 206

役員賞与引当金繰入額 14 14

退職給付引当金繰入額 141 105

役員退職慰労引当金繰入額 14 15

その他 1,697 1,666

販売費及び一般管理費合計 4,630 4,396

営業利益 441 458

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 53 53

負ののれん償却額 60 65

持分法による投資利益 36 35

その他 88 111

営業外収益合計 240 268

営業外費用   

支払利息 54 49

その他 16 22

営業外費用合計 71 72

経常利益 611 654

特別利益   

固定資産売却益 2 3

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 2 5

特別損失   

固定資産除却損 17 7

投資有価証券評価損 0 －

震災損失 22 －

その他 3 2

特別損失合計 43 9

税金等調整前四半期純利益 571 650

法人税、住民税及び事業税 277 290

法人税等調整額 △104 △91

法人税等合計 172 199

少数株主損益調整前四半期純利益 398 451

少数株主利益 － 1

四半期純利益 398 449

少数株主利益 － 1
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(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 398 451

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 106 △47

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 － △79

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1

その他の包括利益合計 105 △128

四半期包括利益 503 322

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 503 325

少数株主に係る四半期包括利益 － △2
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 571 650

減価償却費 621 585

のれん償却額 6 11

負ののれん償却額 △60 △65

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △58 41

退職給付引当金の増減額（△は減少） 287 207

受取利息及び受取配当金 △54 △56

支払利息 54 49

持分法による投資損益（△は益） △36 △35

固定資産売却損益（△は益） △2 △3

固定資産除却損 17 7

震災損失 22 －

売上債権の増減額（△は増加） △390 965

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,176 1,752

その他の流動資産の増減額（△は増加） 110 △31

仕入債務の増減額（△は減少） △410 △623

その他の流動負債の増減額（△は減少） △142 △44

その他 △104 △14

小計 △674 3,392

利息及び配当金の受取額 71 73

利息の支払額 △54 △49

法人税等の支払額 △124 △135

その他 △40 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △822 3,280

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 300

有形固定資産の取得による支出 △463 △507

有形固定資産の売却による収入 3 5

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

投資有価証券の売却による収入 － 2

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 23 33

その他 △128 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー △732 △262

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 －

長期借入れによる収入 － 1,600

長期借入金の返済による支出 △200 △1,800

配当金の支払額 △183 △183

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,284 △384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,852 2,629

現金及び現金同等物の期首残高 5,448 3,347

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 117

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  2,595 ※１  6,095
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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）セグメント情報 

 Ⅰ 前第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。 

 

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24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 20,032 3,340 123 23,496 ― 23,496

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高 

3 ― 1,107 1,110 △1,110 ―

計 20,035 3,340 1,231 24,607 △1,110 23,496

セグメント利益 400 13 35 449 9 458

(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。 

 

（６）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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