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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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1四半期 5,166 15.4 165 191.4 161 238.6 97 295.2
23年3月期第1四半期 4,478 △1.5 56 △76.1 47 △79.9 24 △80.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 96百万円 （528.5％） 23年3月期第1四半期 15百万円 （―％）

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1四半期 6.16 ―

23年3月期第1四半期 1.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,278 4,387 35.7
23年3月期 11,609 4,369 37.6

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  4,384百万円 23年3月期  4,367百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 9,200 5.2 120 ― 120 ― 70 ― 4.44
通期 20,000 9.5 350 ― 350 ― 190 ― 12.04



(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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しており、８月３日付けの四半期レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。なお、業績予想の前提となる仮定その他の条件については、四半期決算短信（添付資料）２ページをご参照ください。 

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1Q 16,060,000 株 23年3月期 16,060,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 278,343 株 23年3月期 278,343 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,781,657 株 23年3月期1Q 15,783,174 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、3月11日に発生した東日本大震災の直接的な被害と

それに起因する電力供給に対する制約などから企業の生産活動が停滞するとともに個人消費も低

迷するなど極めて厳しい状況で推移しました。 

 植物油業界におきましては、前年７月頃から時間の経過とともに騰勢を強めた海外原料穀物価

格が高止まりする一方で、個人消費の低迷から販売競争が激化するなど厳しい経営環境となりま

した。 

 こうした状況のなかで、当社グループも主力の船橋工場が被災し、液状化の影響による一部の

建物や設備の損傷から操業を停止しておりましたが、総力を挙げて復旧に取組んだ結果、4月4日

には全ての食用油の生産を再開することができ、当期間の業績への影響を最小限に抑えることが

できました。また、顧客ニーズにあわせたきめ細かな営業活動を通して販売数量の確保に努める

とともに、海外原料穀物価格などの上昇を踏まえた適正な販売価格の実現に粘り強く取組み、加

えて全社的なコスト削減への取組みを一層強化いたしました。  

 その結果、当第１四半期連結累計期間の営業成績は、売上高51億66百万円（前年同四半期44億

78百万円）、営業利益1億65百万円（前年同四半期56百万円)、経常利益1億61百万円（前年同四半

期47百万円）、四半期純利益97百万円（前年同四半期24百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産の部は、122億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億69百

万円増加いたしました。主な要因は、売上債権及び棚卸資産の増加によるものであります。 

 負債の部では、前連結会計年度末比6億52百万円増加の78億91百万円となりました。主な要因

は、仕入債務の増加によるものであります。  

 純資産の部では、前連結会計年度末比より17百万円増加の43億87百万円となりました。主な要

因は、当四半期純利益を97百万円計上しましたが、配当金の支払いを78百万円おこなったこと

と、その他有価証券評価差額金が1百万円減少したことによるものであります。 

  

（キャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高より115百万円減少

しましたので、1,279百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は41百万円（前年同四半期

は264百万円の獲得）となりました。これは主にたな卸資産の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は149百万円（前年同四半期

は74百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は75百万円（前年同四半期

は37百万円の使用）となりました。これは主に借入金による収入によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,484,403 1,369,232

受取手形及び売掛金 3,392,727 3,808,712

商品及び製品 610,034 666,506

仕掛品 216,004 477,555

原材料及び貯蔵品 1,088,285 1,220,255

その他 250,733 165,349

貸倒引当金 △3,667 △4,289

流動資産合計 7,038,520 7,703,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 496,194 525,837

機械装置及び運搬具（純額） 1,862,140 1,781,437

土地 1,506,967 1,506,967

その他（純額） 44,513 49,096

建設仮勘定 15,405 32,211

有形固定資産 3,925,221 3,895,550

無形固定資産 58,828 57,351

投資その他の資産   

投資有価証券 155,726 153,078

その他 434,076 472,780

貸倒引当金 △3,289 △3,289

投資その他の資産合計 586,513 622,569

固定資産合計 4,570,563 4,575,471

資産合計 11,609,084 12,278,793
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,360,338 3,827,669

短期借入金 1,470,350 1,578,700

未払法人税等 7,603 15,907

賞与引当金 116,793 190,868

災害損失引当金 61,737 6,738

その他 445,834 514,234

流動負債合計 5,462,657 6,134,118

固定負債   

長期借入金 778,900 745,200

退職給付引当金 505,775 514,996

役員退職慰労引当金 160,708 161,385

負ののれん 10,556 10,311

その他 320,502 325,455

固定負債合計 1,776,442 1,757,349

負債合計 7,239,099 7,891,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,351,300 1,351,300

資本剰余金 814,596 814,596

利益剰余金 2,230,391 2,248,655

自己株式 △49,313 △49,313

株主資本合計 4,346,974 4,365,239

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,696 19,159

その他の包括利益累計額合計 20,696 19,159

少数株主持分 2,312 2,927

純資産合計 4,369,984 4,387,326

負債純資産合計 11,609,084 12,278,793
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 4,478,946 5,166,543

売上原価 3,847,398 4,447,571

売上総利益 631,548 718,972

販売費及び一般管理費 574,857 553,757

営業利益 56,691 165,214

営業外収益   

受取利息 107 66

受取配当金 1,306 1,240

負ののれん償却額 244 244

受取手数料 362 385

雑収入 1,924 8,117

営業外収益合計 3,945 10,054

営業外費用   

支払利息 11,557 11,332

その他 1,243 1,984

営業外費用合計 12,800 13,316

経常利益 47,836 161,952

特別利益   

その他 119 －

特別利益合計 119 －

税金等調整前四半期純利益 47,955 161,952

法人税、住民税及び事業税 49,513 14,107

法人税等調整額 △26,564 50,056

法人税等合計 22,949 64,164

少数株主損益調整前四半期純利益 25,006 97,787

少数株主利益 417 614

四半期純利益 24,588 97,172
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,006 97,787

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,690 △1,537

その他の包括利益合計 △9,690 △1,537

四半期包括利益 15,315 96,250

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,898 95,635

少数株主に係る四半期包括利益 417 614
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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 47,955 161,952

減価償却費 105,529 108,234

負ののれん償却額 △244 △244

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,024 9,221

賞与引当金の増減額（△は減少） 75,029 74,075

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 712 677

貸倒引当金の増減額（△は減少） △119 621

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △54,999

持分法による投資損益（△は益） 549 426

受取利息及び受取配当金 △1,413 △1,307

支払利息 11,557 11,332

売上債権の増減額（△は増加） 116,032 △415,984

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,956 △449,993

仕入債務の増減額（△は減少） 80,032 467,331

未払消費税等の増減額（△は減少） 809 862

未払費用の増減額（△は減少） △34,648 39,515

その他 10,344 21,307

小計 335,195 △26,971

利息及び配当金の受取額 1,401 1,301

利息の支払額 △11,301 △11,360

法人税等の支払額 △61,125 △4,062

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,168 △41,092

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △337 △339

有形固定資産の取得による支出 △70,291 △112,225

無形固定資産の取得による支出 － △2,425

貸付金の回収による収入 1,095 750

その他 △4,473 △35,142

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,008 △149,383

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 692,000 660,000

短期借入金の返済による支出 △615,000 △473,000

長期借入金の返済による支出 △106,500 △112,350

配当金の支払額 △6,552 △6,156

その他 △1,013 6,811

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,066 75,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,093 △115,171

現金及び現金同等物の期首残高 1,670,602 1,394,285

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,823,696 1,279,114
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該当事項はありません。  

  

  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める油脂 

部門及び副産物である油粕部門の製造及び販売事業の割合が、いずれも90％を超えているた 

め、セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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