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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 10,952 △3.1 1,587 △0.0 1,577 0.9 913 5.6
23年3月期第2四半期 11,305 △3.5 1,588 1.8 1,562 △1.9 864 △6.6

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

24年3月期第2四半期 97.15 ―
23年3月期第2四半期 91.99 ―

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 22,182 17,621 79.4 1,874.61
23年3月期 22,679 17,333 76.4 1,844.06
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,621百万円 23年3月期  17,333百万円

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 ― 0.00 ― 65.00 65.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 65.00 65.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 22,400 2.6 2,600 △4.6 2,600 △4.8 1,550 1.8 164.90



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 9,400,000 株 23年3月期 9,400,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 124 株 23年3月期 124 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,399,876 株 23年3月期2Q 9,399,876 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実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、実際
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 尚、上記予想に関する事項は添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



添付資料の目次 

  

  

【添付資料】

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………  3

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（その他）に関する事項 …………………………………………………………  3

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………  3

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………  3

３．四半期財務諸表 ……………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書   

第２四半期累計期間 …………………………………………………………………………  5

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………  6

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 ……………………………………………………………………………  7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………………  7

-1-

かどや製油㈱（2612）　平成24年3月期第2四半期決算短信（非連結）



（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、３月11日に東北、関東地方を中心に発生した

大地震の痛手からは立ち直りの兆しが見えておりますが、デフレや急激な円高等によりそれ以

前に比べると厳しい状況が続いております。 

食品業界におきましても、一部の食品から放射能が検出された上、生牛肉による食中毒事件

が起きる等食品の安全性に対する意識が一層高まってきており、風評被害も懸念される状況に

あります。 

このような状況下、当社はテレビコマーシャルの実施や新聞への折り込み広告等を通じて需

要の掘り起こしを図りましたが、焼肉業界の冷え込みによる業務用の落ち込みが大きく売上高

は前年同期比 ％減となりました。 

コスト面では、購入タイミングの関係で原料在庫数量の少なかった前期に比べ、支払保管料

が増加したこと等から製造経費は前年同期比 ％増となりましたが、原料払出価格が安定し

たことにより、３年前に原料購入価格が高騰したことによる仕掛品や製品の在庫評価への影響

がほぼなくなり、売上原価は前年同期比 ％減となりました。 

一方、販売費及び一般管理費は、販売数量を確保するため販促費が増加したことや、セサミ

ンの周知を図るべく新聞広告を積極的に展開したこと等により、販売経費は前年同期比 ％

増加したため、全体では前年同期比 ％増加となりました。 

この結果、売上高は、 百万円（前年同期比 百万円減）、経常利益は 百万円

（前年同期比 百万円増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比 百万円増）となりまし

た。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①ごま油事業 

ごま油事業におきましては、内食への回帰もあり家庭用は堅調に推移しておりますが、「食

べるラー油」ブームが一段落したことと焼肉業界の冷え込み等から業務用が大きく落ち込み全

体では前年を下回る状況となりました。 

また、原料購入価格はドルベースでは前期を上回っておりますが、為替が円高で推移してい

ることから円ベースでは前期を下回る状況であります。 

こうした環境下において、積極的な販売促進活動を行う等、販売数量を確保するための対策

を実施しております。 

以上の結果、売上高は8,950百万円（前年同期比304百万円減）、セグメント利益は1,257百万

円（前年同期比10百万円増）となりました。 

②食品ごま事業 

食品ごま事業におきましても、景気デフレ下、消費者の節約志向、買い控え等の動きが続

き、需要の顕著な回復は見られず前年を下回る状況となりました。 

また、原料購入価格はドルベースでは前期を上回っておりますが、為替が円高で推移してい

ることから円ベースではほぼ変わらない状況であります。 

こうした環境下において、当社は原料価格の低下に合わせ販売価格を是正する等、販売数量

を確保するための対策を実施しております。 

以上の結果、売上高は1,999百万円（前年同期比47百万円減）、セグメント利益は329百万円

（前年同期比10百万円減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

3.1

0.6

6.8

3.8

2.8

10,952 353 1,577

14 913 48
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（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の資産につきましては、前期末に比べ 百万円減少しました。これは現金及

び預金が 百万円、売掛金が 百万円増加するなどの増加要因があったものの、棚卸資産が

百万円減少したこと等によるものであります。 

負債につきましては、前期末に比べ 百万円減少しました。これは未払法人税等が 百万

円増加するなどの増加要因があったものの、買掛金が 百万円、未払金が 百万円減少した

こと等によるものであります。 

純資産につきましては、前期末に比べ 百万円増加しました。これは繰延ヘッジ損益が 百

万円減少したものの、四半期純利益 百万円計上、配当金の支払い 百万円により利益剰余

金が 百万円、その他の有価証券評価差額金が 百万円増加したことによるものでありま

す。 

  

  

（３）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業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

（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。 

  

496

128 135

747

783 100

782 161

287 28

913 610

302 13

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,474 6,603

受取手形及び売掛金 4,449 4,590

商品及び製品 905 867

仕掛品 667 636

原材料及び貯蔵品 3,020 2,341

その他 392 359

流動資産合計 15,909 15,398

固定資産   

有形固定資産 5,260 5,209

無形固定資産 18 16

投資その他の資産 1,490 1,557

固定資産合計 6,769 6,783

資産合計 22,679 22,182

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,424 1,641

未払法人税等 596 697

賞与引当金 179 176

役員賞与引当金 72 28

その他 1,302 1,218

流動負債合計 4,575 3,762

固定負債   

長期未払金 47 41

退職給付引当金 652 686

資産除去債務 69 70

固定負債合計 769 799

負債合計 5,345 4,561

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,160 2,160

資本剰余金 3,082 3,082

利益剰余金 12,082 12,384

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,325 17,627

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8 5

繰延ヘッジ損益 16 △11

評価・換算差額等合計 8 △6

純資産合計 17,333 17,621

負債純資産合計 22,679 22,182
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(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 11,305 10,952

売上原価 6,529 6,085

売上総利益 4,775 4,866

販売費及び一般管理費 3,187 3,278

営業利益 1,588 1,587

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 9 9

雑収入 2 2

受取補償金 2 3

営業外収益合計 17 17

営業外費用   

支払手数料 3 3

為替差損 36 21

雑損失 2 3

営業外費用合計 42 27

経常利益 1,562 1,577

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

固定資産売却益 － 0

保険差益 1 －

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除売却損 21 3

固定資産圧縮損 1 －

投資有価証券売却損 － 0

会員権評価損 10 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 31 －

特別損失合計 66 3

税引前四半期純利益 1,498 1,573

法人税、住民税及び事業税 667 679

法人税等調整額 △33 △18

法人税等合計 634 660

四半期純利益 864 913
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 1,498 1,573

減価償却費 325 308

その他の償却額 0 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 △3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △43

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △12 △10

支払手数料 3 3

投資有価証券売却損益（△は益） － 0

為替差損益（△は益） 1 0

会員権評価損 10 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 21 3

固定資産圧縮損 1 －

補助金収入 △0 －

保険差益 △1 －

売上債権の増減額（△は増加） △379 △140

破産更生債権等の増減額（△は増加） 0 0

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,013 747

前払費用の増減額（△は増加） △7 △12

未収入金の増減額（△は増加） 0 △2

その他の資産の増減額（△は増加） 25 △25

仕入債務の増減額（△は減少） 1,561 △779

未払金の増減額（△は減少） △90 △125

未払費用の増減額（△は減少） 4 2

未払消費税等の増減額（△は減少） △237 71

その他の負債の増減額（△は減少） △33 △17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 31 －

小計 1,729 1,585

利息及び配当金の受取額 36 35

支払手数料の支払額 △2 △2

補助金の受取額 0 －

保険金の受取額 3 －

法人税等の支払額 △745 △580

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,021 1,037

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △786 △295

無形固定資産の取得による支出 － △3

有形固定資産の売却による収入 0 0

有形固定資産の除却による支出 △18 △1

投資有価証券の取得による支出 △59 △2

投資有価証券の売却による収入 － 0

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 2 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △862 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △605 △608

財務活動によるキャッシュ・フロー △605 △608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △447 128

現金及び現金同等物の期首残高 6,251 6,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,804 6,588
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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：百万円） 

（注）１.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。 

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

  
３．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 

該当事項はありません。 

  
Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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：百万円） 

（注）１.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。 

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

  
３．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 

該当事項はありません。 

  

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

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

ごま油 食品ごま 計 

売上高           

外部顧客への売上高  9,254  2,047  11,302  3  11,305

計  9,254  2,047  11,302  3  11,305

セグメント利益  1,247  340  1,587  0  1,588

利益 金額 

報告セグメント計  1,587

「その他」の区分の利益  0

四半期損益計算書の営業利益  1,588

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計 

ごま油 食品ごま 計 

売上高           

外部顧客への売上高  8,950  1,999  10,950  1  10,952

計  8,950  1,999  10,950  1  10,952

セグメント利益  1,257  329  1,587  0  1,587

利益 金額 

報告セグメント計  1,587

「その他」の区分の利益  0

四半期損益計算書の営業利益  1,587

（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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