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(百万円未満切捨て)

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）

（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 2,534 0.95 △43 ― △38 ― △44 ―

23年３月期第１四半期 2,510 △9.57 △41 ― △47 ― △152 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △32百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △163百万円(―％)

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 △2. 41 ―

23年３月期第１四半期 △8. 32 ―

（２）連結財政状態

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 10,118 6,148 60.8

23年３月期 10,150 6,236 61.4

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 6,148百万円 23年３月期 6,236百万円

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

23年３月期 ― 0 .00 ― 3 .00 3 .00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 0 .00 ― 6 .00 6 .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)

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) 4,910 0.6 50 ― 50 ― 25 ― 1 .36

通期 10,700 0.8 200 ― 200 ― 100 ― 5 .45



  

 

 

 
  

  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、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は終了しておりま

せん。 

  

  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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）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 ： 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

（４）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) 24年３月期１Ｑ 18,392,000株 23年３月期 18,392,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 33,406株 23年３月期 32,561株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 18,359,227株 23年３月期１Ｑ 18,361,220株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間においては、東日本大震災によるさまざまな影響により、経済も不透明な

状況が続いております。 

当社グループにおきましてはこのような中、節電への対応や放射能汚染に対する監視や対応、顧客志

向の変化への対応など、さまざまな変化への対応を行なってまいりました。 

食に関するお客様のお困り事にお応えしていくことが食品企業として果たさなければならない役割で

あるとの認識から、お客様の生活スタイルの変化に伴う品揃えやお客様のご要望にお応えする商品の提

供、また常温対応の商品の開発を行なうとともに、健康に気づかう方への食事に貢献できるメニュー提

案を積極的に進めてまいりました。 

また、原材料につきましても原材料履歴情報による産地を含む情報の提供を行うとともに、原材料の

確保が厳しくなる中においても、当社の自主基準に合った厳選素材の調達を実施してまいりました。 

このような活動を行ってまいりました結果、売上高は25億34百万円（前年同期比23百万円増）となり

ましたが、原材料の高騰などの影響による売上原価の増加により、営業損失は43百万円（前年同期は41

百万円の営業損失）となりました。 

 これに、営業外収益16百万円及び営業外費用11百万円を加減し、経常損失は38百万円（前年同期は47

百万円の経常損失）となりました。また、法人税等を計上した結果、第１四半期の純損失は44百万円

（前年同期は１億52百万円の純損失）となりました。 

  

 
  

  

①資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は101億18百万円（前連結会計年度末比31百万円減）と

なりました。主な減少の要因は、有形固定資産の減少66百万円によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は39億70百万円（前連結会計年度末比56百万円増）となり

ました。主な増加の要因は、賞与引当金の増加61百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は61億48百万円（前連結会計年度末比87百万円減）とな

りました。主な減少の要因は、配当金の支払い55百万円及び四半期純損失の計上44百万円によるもので

あります。 

  

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

製 品 別 売 上 高

（単位：千円未満切り捨て）

期  別 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

(22.4.1～22.6.30) (23.4.1～23.6.30)

製 品 別 金  額 構成比 金  額 構成比

％ ％

食 肉 加 工 品 2,301,451 91.7 2,302,431 90.9

冷  凍  食  品 16,495 0.7 11,403 0.4

調 理 用 ソース 13,625 0.5 13,311 0.5

そ      う     菜 117,459 4.7 125,483 5.0

そ     の     他 61,354 2.4 81,499 3.2

合   計 2,510,385 100.0 2,534,130 100.0 

（２）連結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１四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は27億63百万円となり、前連結会計年度

末に比べ63百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであ

ります。 

営業活動により増加した資金は55百万円となりました。主な要因としては、減価償却費の計上による

ものです。 

投資活動により使用した資金は45百万円となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得によ

るものです。 

財務活動により使用した資金は73百万円となりました。主な要因としては、配当金の支払い及び借入

金の返済によるものです。 

  

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月９日に公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想に変更はございません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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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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 3,689,519 3,626,419

売掛金 1,235,199 1,284,063

商品及び製品 83,122 49,347

仕掛品 2,701 1,695

原材料及び貯蔵品 164,238 152,440

その他 162,965 236,369

貸倒引当金 △1,194 △1,246

流動資産合計 5,336,553 5,349,090

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,679,382 1,651,043

機械装置及び運搬具（純額） 928,551 872,202

工具、器具及び備品（純額） 42,230 58,856

土地 906,296 906,296

リース資産（純額） 14,427 13,529

建設仮勘定 2,824 4,819

有形固定資産合計 3,573,713 3,506,747

無形固定資産 95,820 105,597

投資その他の資産

投資その他の資産 1,193,445 1,206,317

貸倒引当金 △49,244 △49,244

投資その他の資産合計 1,144,201 1,157,073

固定資産合計 4,813,734 4,769,418

資産合計 10,150,288 10,118,508

負債の部

流動負債

買掛金 327,455 286,645

短期借入金 1,630,000 1,630,000

1年内返済予定の長期借入金 67,560 67,560

未払費用 528,100 523,931

未払法人税等 16,626 11,303

賞与引当金 75,337 136,596

資産除去債務 34,099 34,099

その他 71,197 134,243

流動負債合計 2,750,375 2,824,380
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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)

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 128,770 111,880

退職給付引当金 327,999 340,323

資産除去債務 40,962 40,970

長期未払金 152,005 139,894

その他 13,782 12,635

固定負債合計 1,163,519 1,145,704

負債合計 3,913,895 3,970,084

純資産の部

株主資本

資本金 919,600 919,600

資本剰余金 672,801 672,801

利益剰余金 4,709,809 4,610,561

自己株式 △8,066 △8,239

株主資本合計 6,294,144 6,194,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △58,322 △46,159

繰延ヘッジ損益 570 △140

その他の包括利益累計額合計 △57,752 △46,300

純資産合計 6,236,392 6,148,423

負債純資産合計 10,150,288 10,118,508
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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 2,510,385 2,534,130

売上原価 1,562,992 1,618,104

売上総利益 947,392 916,026

販売費及び一般管理費

給料及び手当 162,391 165,148

販売手数料 68,666 63,607

運搬費 300,141 295,223

販売促進費 83,507 82,349

その他 374,195 352,920

販売費及び一般管理費合計 988,902 959,249

営業損失（△） △41,510 △43,223

営業外収益

受取利息 1,725 1,839

受取配当金 5,690 6,058

雑収入 1,667 －

その他 9,228 8,129

営業外収益合計 18,312 16,026

営業外費用

支払利息 8,054 6,987

たな卸資産廃棄損 15,378 3,983

その他 1,111 573

営業外費用合計 24,544 11,544

経常損失（△） △47,742 △38,741

特別利益

貸倒引当金戻入額 72 －

特別利益合計 72 －

特別損失

固定資産処分損 9,012 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87,767 －

特別損失合計 96,780 －

税金等調整前四半期純損失（△） △144,450 △38,741

法人税等 8,241 5,427

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △152,691 △44,169

四半期純損失（△） △152,691 △44,169
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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損失（△） △152,691 △44,169

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,659 12,163

繰延ヘッジ損益 － △711

その他の包括利益合計 △10,659 11,451

四半期包括利益 △163,351 △32,717

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △163,351 △32,717

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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損失（△） △144,450 △38,741

減価償却費 129,510 119,811

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,051 61,259

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,456 12,323

長期未払金の増減額（△は減少） △25,639 △12,110

受取利息及び受取配当金 △7,416 △7,897

支払利息 8,054 6,987

固定資産除却損 9,012 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87,767 －

売上債権の増減額（△は増加） △78,407 △48,864

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,598 46,579

仕入債務の増減額（△は減少） △4,369 △40,809

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△2,858 1,283

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,474 40,014

その他 7,761 △73,122

小計 71,547 66,714

利息及び配当金の受取額 6,212 6,447

利息の支払額 △7,887 △5,370

法人税等の支払額 △31,220 △12,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,651 55,757

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 △9,887 △29,940

投資有価証券の取得による支出 △2,994 △639

その他 4,099 △15,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,782 △45,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △16,890 △16,890

リース債務の返済による支出 △914 △1,127

自己株式の取得による支出 △157 △173

配当金の支払額 △110,169 △55,078

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,131 △73,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △98,263 △63,099

現金及び現金同等物の期首残高 3,259,302 2,826,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,161,038 2,763,419
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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） 

該当事項はありません。 

  

  

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） 

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）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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