
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

   

 
     

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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 ％

25年３月期第２四半期 2,849 △11.5 353 △26.8 547 △11.8 296 △23.5
24年３月期第２四半期 3,218 1.5 482 △13.7 620 △4.5 387 △0.2

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 47.40 －
24年３月期第２四半期 41.52 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 15,567 13,980 89.8

24年３月期 15,291 13,810 90.3

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 13,980百万円 24年３月期 13,810百万円

２．配当の状況

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 － 15.00 － 15.00 30.00

25年３月期 － 15.00

25年３月期(予想) － 15.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 5,500 △15.7 609 △37.8 820 △27.9 469 △39.2 75.06

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 9,326,460株 24年３月期 9,326,460株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 3,078,655株 24年３月期 3,076,435株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 6,249,976株 24年３月期２Ｑ 9,326,405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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要を背景に回復基調にあるものの、欧州金融危

機から波及した世界景気の減速感や、長期化する円高・株安により国内景気の先行きは不透明な状況で

推移しております。 

このような状況のもと、当社の当第２四半期累計期間における売上実績は、茶エキスにつきまして

は、ウーロン茶エキス等が増加したものの、緑茶エキス・紅茶エキス等が減少したため、売上高

は 1,563百万円(対前年同四半期比 7.7％減)となりました。 

粉末天然調味料につきましては、粉末昆布・粉末ソース・粉末鰹節等が減少したため、売上高は 775

百万円(同 7.6％減)となりました。 

液体天然調味料につきましては、椎茸エキスが増加したものの、鰹節エキス・昆布エキス等が減少し

たため、売上高は 316百万円(同 14.9％減)となりました。 

植物エキスにつきましては、機能性植物エキスが増加したものの、野菜エキスが大幅に減少したた

め、売上高は 171百万円(同 38.1％減)となりました。 

粉末酒につきましては、清酒タイプ・ラムタイプ等が減少したため、売上高は 19百万円(同 32.4％

減)となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 2,849百万円(同 11.5％減)となり、前年同四半期よ

り 368百万円減少しました。 

損益面につきましては、売上高の減少により営業利益は 353百万円(同 26.8％減)、貸倒引当金戻入

額を計上したため経常利益は 547百万円(同 11.8％減)となりました。また、投資有価証券評価損等が

増加したため、四半期純利益は 296百万円(同 23.5％減)となりました。 

なお、当社は食品加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における資産合計は 15,567百万円となり、前事業年度末に比べ 276百万円

増加しました。 

流動資産については 6,382百万円となり、前事業年度末に比べ 536百万円増加しました。主に、売上

債権が 130百万円減少し、現金及び預金が 635百万円増加したことによります。 

固定資産については 9,184百万円となり、前事業年度末に比べ 260百万円減少しました。主に、有形

固定資産及び投資有価証券がそれぞれ 197百万円、83百万円減少したことによります。 

負債合計は 1,586百万円となり、前事業年度末に比べ 106百万円増加しました。 

流動負債については 1,512百万円となり、前事業年度末に比べ 103百万円増加しました。主に、未払

消費税が 67百万円減少し、未払法人税等が 171百万円増加したことによります。 

固定負債については 74百万円となり、前事業年度末に比べ 3百万円増加しました。主に、役員退職

慰労引当金が 2百万円増加したことによります。 

純資産合計は 13,980百万円となり、前事業年度末に比べ 169百万円増加しました。主に、配当金の

支出により 93百万円減少したものの、四半期純利益 296百万円の計上により増加しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より

635百万円増加し、3,613百万円となりました。 

なお、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は、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) 

営業活動の結果獲得した資金は 771百万円（前年同四半期は 1,104百万円の獲得）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益 471百万円、減価償却費 220百万円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) 

投資活動の結果使用した資金は 40百万円（前年同四半期は 422百万円の使用）となりました。これ

は主に、投資有価証券の取得による支出 26百万円や有形固定資産の取得による支出 10百万円によるも

のであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は 95百万円（前年同四半期は 139百万円の使用）となりました。これ

は、配当金の支払による支出 93百万円や自己株式の取得による支出 2百万円によるものであります。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、平成24年10月31日に公開いたしました「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を

用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には法定実効税率を使用しておりま

す。  

  

(減価償却方法の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。 

  

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,978,651 3,613,689

受取手形及び売掛金 1,527,621 1,397,512

製品 372,889 417,775

仕掛品 345,867 320,459

原材料及び貯蔵品 251,351 230,001

その他 370,384 403,632

貸倒引当金 △300 △270

流動資産合計 5,846,466 6,382,799

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,492,967 2,418,637

機械及び装置（純額） 2,426,581 2,312,953

土地 2,468,073 2,468,073

建設仮勘定 11,852 11,852

その他（純額） 158,463 149,348

有形固定資産合計 7,557,939 7,360,865

無形固定資産 35,066 30,748

投資その他の資産   

投資有価証券 1,294,799 1,210,935

破産更生債権等 5,448,540 5,281,250

繰延税金資産 435,298 452,285

その他 121,435 129,545

貸倒引当金 △5,448,540 △5,281,250

投資その他の資産合計 1,851,533 1,792,766

固定資産合計 9,444,539 9,184,380

資産合計 15,291,006 15,567,180

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 450,558 430,017

短期借入金 500,000 500,000

未払金 100,409 112,805

未払法人税等 13,945 185,067

賞与引当金 118,000 121,600

設備関係支払手形 4,179 614

その他 222,150 162,771

流動負債合計 1,409,243 1,512,875
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

役員退職慰労引当金 16,150 19,131

資産除去債務 54,735 54,887

固定負債合計 70,885 74,018

負債合計 1,480,129 1,586,893

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,672,275 3,672,275

資本剰余金 4,444,796 4,444,796

利益剰余金 9,096,896 9,299,379

自己株式 △3,425,774 △3,427,934

株主資本合計 13,788,193 13,988,515

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,682 △8,228

評価・換算差額等合計 22,682 △8,228

純資産合計 13,810,876 13,980,286

負債純資産合計 15,291,006 15,567,180
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 3,218,077 2,849,172

売上原価 2,357,935 2,126,624

売上総利益 860,141 722,548

販売費及び一般管理費 377,302 368,884

営業利益 482,839 353,663

営業外収益   

受取利息 529 466

受取配当金 4,893 20,005

助成金収入 7,424 4,078

貸倒引当金戻入額 110,641 167,319

その他 14,369 4,263

営業外収益合計 137,858 196,132

営業外費用   

支払利息 － 2,592

自己株式取得費用 － 1

その他 0 0

営業外費用合計 0 2,593

経常利益 620,696 547,203

特別利益   

固定資産売却益 1,036 －

特別利益合計 1,036 －

特別損失   

固定資産売却損 98 －

固定資産除却損 1,133 1,449

投資有価証券評価損 40,320 74,123

特別損失合計 41,552 75,572

税引前四半期純利益 580,180 471,630

法人税等 192,924 175,398

四半期純利益 387,256 296,232
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 580,180 471,630

減価償却費 238,890 220,094

貸倒引当金の増減額（△は減少） △110,641 △167,319

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,184 3,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,464 2,981

保険解約損益（△は益） △1,567 △334

受取利息及び受取配当金 △5,422 △20,471

支払利息 － 2,592

有形固定資産売却損益（△は益） △937 －

有形固定資産除却損 1,133 1,449

投資有価証券評価損益（△は益） 40,320 74,123

助成金収入 △7,424 △4,078

売上債権の増減額（△は増加） 30,596 130,109

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,377 114

未収消費税等の増減額（△は増加） 48,294 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,646 △34,162

仕入債務の増減額（△は減少） 11,597 △23,843

未払金の増減額（△は減少） △29,951 △8,192

未払費用の増減額（△は減少） 5,241 6,218

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,750 △67,416

破産更生債権等の増減額（△は増加） 110,631 167,289

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,155 268

その他 2,664 1,685

小計 866,428 756,338

利息及び配当金の受取額 5,422 20,304

利息の支払額 － △2,573

法人税等の支払額 △2,125 △2,727

法人税等の還付額 234,582 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,104,308 771,342

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 △118,956 △10,773

有形固定資産の売却による収入 2,574 －

投資有価証券の取得による支出 △303,494 △26,587

長期前払費用の取得による支出 △2,138 △60

助成金による収入 7,424 4,078

その他の収入 503 2,187

その他の支出 △10,099 △10,524

その他 1,295 1,295

投資活動によるキャッシュ・フロー △422,891 △40,385

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 － △2,160

配当金の支払額 △139,804 △93,759

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,804 △95,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 541,612 635,037

現金及び現金同等物の期首残高 5,354,566 2,978,651

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,896,178 3,613,689
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該当事項はありません。 

  

当社は食品加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報等の記載を省略しております。 

  

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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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①生産実績 

当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

 
 (注)１．金額は、販売価格によっております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

②受注実績 

当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。  

  

③販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

 
 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間において、販売実績の総販売実績に対する割合が100分

の10以上である相手先はありません。 

  

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

品目 生産高（千円） 前年同四半期比（％）

茶エキス 1,574,203 △10.3

粉末天然調味料 764,621 △14.1

液体天然調味料 318,682 △16.1

植物エキス 180,179 △40.9

粉末酒 20,867 △29.6

合計 2,858,554 △14.9

品目 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

茶エキス 1,563,631 △7.7

粉末天然調味料 775,212 △7.6

液体天然調味料 316,862 △14.9

植物エキス 171,366 △38.1

粉末酒 19,412 △32.4

その他 2,686 △62.6

合計 2,849,172 △11.5
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