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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策による円安・株高で個人消費が持ち

直す等景気が回復しつつあり、またオリンピックの東京開催が決定する等、明るいニュースが散見

されるようになってきました。しかしながら、今年は消費税増税や対中韓外交に関する対応が課題

となる等、今後も景気回復が堅調に推移するか予想が難しい状況であります。 

 一方、食品業界におきましては、円安や新興国の発展に伴い需要増等を背景とした原材料価格の

高騰によるコスト増加だけでなく、昨年末に消費者からの信頼を裏切った食材偽装問題が全国各地

で発覚し社会問題化する等、食品業界への風当たりはより厳しさが増すことが予想されます。 

 このような状況下、当社は円安や原料価格高騰によるコストアップに対して、製品値上げを打ち

出したことによる駆け込み需要の反動減が一部あったものの、北米マーケットを中心に輸出が好調

であったこと、食品ごまの取引拡大があったこと等から売上高は前年同期比0.4%増となりました。 

 コスト面では、既存設備の償却が進んだこと、前期に製品の安全性を高めるための業務改善が一

段落したこと等の減少要因はあったものの、原料価格の高騰や円安が進んだこと等により、売上原

価は前年同期比17.3%増となりました。 

 一方、販売費及び一般管理費は、セサミンの周知を図るべく新聞広告等を積極的に展開する等一

部コスト増加要因はあるものの、前期に実施していたテレビコマーシャルや現金プレゼントキャン

ペーン等を抑制する等、コスト削減を図ったこと等により前年同期比16.8%減となりました。 

 この結果、売上高は16,664百万円（前年同期比71百万円増）、経常利益は1,624百万円（前年同期

比478百万円減）、四半期純利益950百万円（前年同期比399百万円減）となりました。 

  

 セグメントの業績は、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、近年注力してきた輸出やセサミンが成果を出しつつありますが、家

庭用では同業他社との競合等により苦戦し、前期を下回る状況となりました。 

 また、原料購入価格は前期を上回っており、かつ円安に推移したこと等により売上原価は前年を

上回る状況であります。 

 こうした環境下において、販売促進活動の拡充を行う等対策を講じております。 

 以上の結果、売上高は13,432百万円（前年同期比230百万円減）、セグメント利益は1,030百万円

（前年同期比618百万円減）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は、加工メ－カ－等の取引拡大等を図った結果、前年を上回る状況と

なりました。 

 また原料購入価格はごま油と同様に、原料高騰及び円安に推移したこと等により前期を上回る状

況であります。 

 こうした環境下において、当社は新製品の開発や既存製品のリニューアル等を行っております。 

 以上の結果、売上高は3,229百万円（前年同期比302百万円増）、セグメント利益は387百万円（前

年同期比9百万円減）となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期末の資産につきましては、前期末に比べ638百万円減少しました。これは棚卸資産が

883百万円増加するなどの増加要因があったものの、現金及び預金が1,352百万円、繰延税金資産が

149百万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946百万円減少しました。これは買掛金が182百万円、未払金

が192百万円、未払法人税等が405百万円、未払消費税等が46百万円、賞与引当金が87百万円減少し

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307百万円増加しました。これは四半期純利益950百万円計

上、配当金の支払704百万円により利益剰余金が245百万円、その他有価証券評価差額金が44百万

円、繰延ヘッジ損益が17百万円増加したことによるものであります。 

   

    

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25年５月14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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（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。 
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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25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(平成25年12月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 8,159 6,807
    受取手形及び売掛金 4,460 4,517
    商品及び製品 851 952
    仕掛品 609 774
    原材料及び貯蔵品 2,888 3,505
    その他 440 300
    流動資産合計 17,411 16,858
  固定資産 
    有形固定資産 4,822 4,700
    無形固定資産 32 27
    投資その他の資産 1,714 1,755
    固定資産合計 6,568 6,482
  資産合計 23,979 23,341

負債の部 
  流動負債 
    買掛金 1,787 1,604
    未払法人税等 518 113
    賞与引当金 178 90
    役員賞与引当金 73 45
    その他 1,267 1,035
    流動負債合計 3,825 2,889
  固定負債 
    退職給付引当金 707 696
    資産除去債務 71 72
    長期未払金 41 40
    固定負債合計 820 809
  負債合計 4,645 3,699

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 13,845 14,091
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 19,088 19,334
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 216 261
    繰延ヘッジ損益 28 46
    評価・換算差額等合計 245 307
  純資産合計 19,334 19,641

負債純資産合計 23,979 23,341
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（２）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

    
前第３四半期累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 16,592 16,664

売上原価 9,208 10,810

売上総利益 7,384 5,854

販売費及び一般管理費 5,337 4,436

営業利益 2,046 1,418

営業外収益 
  受取利息 2 1
  受取配当金 17 18
  為替差益 30 169
  雑収入 10 23
  営業外収益合計 61 213

営業外費用 
  保険解約損 － 1
  支払手数料 4 4
  雑損失 0 1
  営業外費用合計 4 7

経常利益 2,102 1,624

特別利益 
  固定資産売却益 7 0
  補助金収入 0 －
  特別利益合計 7 0

特別損失 
  固定資産除売却損 8 16
  固定資産圧縮損 0 －
  会員権評価損 2 －
  特別損失合計 11 16

税引前四半期純利益 2,099 1,607

法人税、住民税及び事業税 713 542

法人税等調整額 35 113

法人税等合計 749 656

四半期純利益 1,349 950
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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３四半期累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31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 2,099 1,607
  減価償却費 455 407
  その他の償却額 2 4
  賞与引当金の増減額（△は減少） △89 △87
  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △27
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 △10
  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 △20 △19
  支払手数料 4 4
  為替差損益（△は益） 0 △2
  会員権評価損 2 －
  有形固定資産除売却損益（△は益） 1 16
  固定資産圧縮損 0 －
  保険解約損益（△は益） － 1
  補助金収入 △0 －
  売上債権の増減額（△は増加） △723 △64
  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） 692 △883
  前払費用の増減額（△は増加） 37 20
  未収入金の増減額（△は増加） 0 0
  その他の資産の増減額（△は増加） 1 △0
  仕入債務の増減額（△は減少） △110 △182
  未払金の増減額（△は減少） 49 △262
  未払費用の増減額（△は減少） △16 △11
  未払消費税等の増減額（△は減少） △32 △43
  その他の負債の増減額（△は減少） 14 16
  小計 2,369 481
  利息及び配当金の受取額 44 46
  支払手数料の支払額 △5 △5
  補助金の受取額 0 －
  法人税等の支払額 △973 △937
  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,435 △415

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 △416 △221
  無形固定資産の取得による支出 △12 △7
  有形固定資産の売却による収入 9 0
  有形固定資産の除却による支出 △4 △2
  資産除去債務の履行による支出 △0 －
  投資有価証券の取得による支出 △4 △3
  貸付けによる支出 － △4
  貸付金の回収による収入 2 10
  保険積立金の積立による支出 △8 △23
  保険積立金の解約による収入 － 19
  投資活動によるキャッシュ・フロー △434 △232
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（単位：百万円）

    
前第３四半期累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  自己株式の取得による支出 △0 －
  株式公開費用の支出 △12 －
  配当金の支払額 △609 △703
  財務活動によるキャッシュ・フロー △622 △703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 377 △1,352

現金及び現金同等物の期首残高 7,053 8,144

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,431 6,792
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません。   

   

（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。   

   

（セグメント情報等） 
Ⅰ 前第３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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） 

  
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 13,663 2,926 16,590 2 16,592

計 13,663 2,926 16,590 2 16,592

セグメント利益 1,648 397 2,046 0 2,046

（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） 

利益 金額 

報告セグメント計 2,046

「その他」の区分の利益 0

四半期損益計算書の営業利益 2,046

  

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３四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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） 

  
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 13,432 3,229 16,661 2 16,664

計 13,432 3,229 16,661 2 16,664

セグメント利益 1,030 387 1,417 0 1,418

（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） 

利益 金額 

報告セグメント計 1,417

「その他」の区分の利益 0

四半期損益計算書の営業利益 1,418

  

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。 
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