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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 19,268 5.1 549 18.1 591 21.2 328 40.4

23年３月期第２四半期 18,328 △1.3 465 28.3 488 26.5 234 11.1

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 322百万円(46.7％) 23年３月期第２四半期 219百万円(―％)

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２四半期 21 16 ―

23年３月期第２四半期 14 38 ―

（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２四半期 18,226 9,777 53.6

23年３月期 17,889 9,524 53.2

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 9,777百万円 23年３月期 9,524百万円

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 ― 4 00 ― 4 50 8 50

24年３月期 ― 4 50

24年３月期(予想) ― 4 50 9 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、対前期増減率)

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

通期 37,200 3.2 900 18.0 900 9.5 477 13.0 30 71



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法にもとづく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四

半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法にもとづく四半期財務諸表のレビュー手続は終了し

ております。 

  

・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および合理

的であると判断する一定の前提にもとづいており、実際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく

異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件およ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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３)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 ： 無

（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２Ｑ 15,970,964株 23年３月期 15,970,964株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 438,966株 23年３月期 437,978株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 15,532,570株 23年３月期２Ｑ 16,270,720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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が残るなか、一部に景気持ち直

しが見られたものの、欧州を中心とした世界経済の混乱や急速な円高進行など、引き続き不透明な状況と

なりました。 

米飯加工食品業界におきましては、内食化傾向など緩やかな回復の動きがある一方で、競争の激化など

厳しい経営環境が続きました。 

このような状況下、当社グループは消費者ニーズに沿った安全・安心な商品開発を推し進め、既存取引

先への取引深耕に加え、新規取引先の開拓にも注力したことにより、お弁当やおにぎりを始め、サンドイ

ッチのブランド「エピ・ムー」シリーズが堅調に売上を伸ばしました。 

生産面では、設備投資による生産効率の向上や作業環境の改善をはかるとともに、品質・衛生管理の充

実に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、192億６千８百万円(前年同期比5.1％増)となり、利

益面におきましても、営業利益は５億４千９百万円(前年同期比18.1％増)、経常利益は５億９千１百万円

(前年同期比21.2％増)、四半期純利益は３億２千８百万円(前年同期比40.4％増)と、増収増益となりまし

た。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、現金及び預金と売掛金の増加を主

因に前連結会計年度末と比較して３億３千６百万円増加し、182億２千６百万円となりました。また、純

資産は、四半期純利益３億２千８百万円を計上する一方で、配当金の支払６千９百万円等により前連結会

計年度末と比較して２億５千２百万円増加し、97億７千７百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー

は、８億７千９百万円の収入(前年同期比９千４百万円収入増)となりました。これは、主として税金等調

整前四半期純利益５億８千４百万円および減価償却費３億１千万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２億９千２百万円の支出(前年同期比５億２百万円支出増)とな

りました。これは、主として有形固定資産の取得３億１千４百万円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億７千４百万円の支出(前年同期比２億８百万円支出減)とな

りました。これは、主として借入れによる収入13億１千万円および借入金の返済による支出16億１千１百

万円によるものであります。 

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、23億１百万円(前年同期比５千９百万円増)とな

りました。 

  

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10月18日に発表しました業績予想の修正に関

するお知らせから変更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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,120,158 2,301,996

売掛金 3,455,089 3,801,769

商品及び製品 23,618 23,378

原材料及び貯蔵品 176,658 193,026

その他 532,306 580,399

貸倒引当金 △6,260 △3,800

流動資産合計 6,301,571 6,896,770

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,012,396 2,951,238

土地 6,263,794 6,263,794

その他（純額） 1,061,373 1,145,698

有形固定資産合計 10,337,564 10,360,731

無形固定資産 56,373 50,180

投資その他の資産

その他 1,242,793 965,226

貸倒引当金 △49,019 △46,870

投資その他の資産合計 1,193,774 918,355

固定資産合計 11,587,712 11,329,267

資産合計 17,889,283 18,226,037

負債の部

流動負債

買掛金 2,411,882 2,770,316

短期借入金 2,178,101 1,865,991

未払金 1,358,549 1,433,996

未払法人税等 107,078 42,201

賞与引当金 251,000 300,018

その他 304,512 280,053

流動負債合計 6,611,123 6,692,577

固定負債

長期借入金 1,378,692 1,389,423

退職給付引当金 286,713 288,830

その他 87,794 77,637

固定負債合計 1,753,201 1,755,891

負債合計 8,364,325 8,448,468
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,693,422 4,693,422

資本剰余金 3,958,242 3,958,242

利益剰余金 956,108 1,214,853

自己株式 △93,064 △93,303

株主資本合計 9,514,708 9,773,214

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,249 4,354

その他の包括利益累計額合計 10,249 4,354

純資産合計 9,524,958 9,777,569

負債純資産合計 17,889,283 18,226,037
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 18,328,048 19,268,388

売上原価 14,408,108 15,145,059

売上総利益 3,919,939 4,123,329

販売費及び一般管理費 3,454,412 3,573,568

営業利益 465,526 549,760

営業外収益

受取利息 20 25

受取配当金 1,465 1,447

受取賃貸料 23,714 23,715

貸倒引当金戻入額 － 2,000

受取奨励金 14,700 24,400

その他 21,225 18,773

営業外収益合計 61,126 70,362

営業外費用

支払利息 28,909 20,770

不動産賃貸原価 7,316 5,486

その他 2,352 2,305

営業外費用合計 38,578 28,561

経常利益 488,074 591,560

特別利益

固定資産売却益 33,134 －

貸倒引当金戻入額 3,174 －

助成金収入 82,986 －

特別利益合計 119,295 －

特別損失

前期損益修正損 2,514 －

固定資産除却損 11,311 6,795

固定資産売却損 14,653 －

減損損失 72,065 －

保険解約損 18,852 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,025 －

特別損失合計 133,423 6,795

税金等調整前四半期純利益 473,947 584,764

法人税、住民税及び事業税 32,770 17,140

法人税等調整額 207,124 238,980

法人税等合計 239,895 256,121

少数株主損益調整前四半期純利益 234,051 328,643

四半期純利益 234,051 328,643
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 234,051 328,643

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,099 △5,894

その他の包括利益合計 △14,099 △5,894

四半期包括利益 219,952 322,748

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 219,952 322,748

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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 473,947 584,764

減価償却費 316,556 310,607

減損損失 72,065 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,261 △4,608

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,000 49,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） 732 2,116

受取利息及び受取配当金 △1,486 △1,473

支払利息 28,909 20,770

固定資産売却損益（△は益） △18,480 －

固定資産除却損 11,311 6,795

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,025 －

保険解約損益（△は益） 18,852 －

売上債権の増減額（△は増加） △368,356 △346,679

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,165 △16,127

仕入債務の増減額（△は減少） 372,911 358,433

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,527 △65,030

その他の資産の増減額（△は増加） 5,447 △19,323

その他の負債の増減額（△は減少） △174,988 106,395

小計 780,547 985,658

利息及び配当金の受取額 1,482 1,506

利息の支払額 △27,757 △19,805

法人税等の支払額 △20,204 △89,854

法人税等の還付額 50,008 1,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 784,076 879,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,000 －

定期預金の払戻による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △175,959 △314,770

有形固定資産の売却による収入 34 －

無形固定資産の取得による支出 － △560

投資有価証券の取得による支出 △763 △498

貸付金の回収による収入 210 230

投資不動産の売却による収入 196,044 －

保険積立金の解約による収入 234,604 －

その他の支出 △17,830 △9,465

その他の収入 4,268 2,706

投資活動によるキャッシュ・フロー 210,607 △292,358
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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 900,000 610,000

短期借入金の返済による支出 △850,000 △550,000

長期借入れによる収入 500,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △1,046,115 △1,061,379

リース債務の返済による支出 △3,301 △3,301

自己株式の取得による支出 △26,550 △238

配当金の支払額 △57,245 △69,898

財務活動によるキャッシュ・フロー △583,211 △374,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411,472 211,838

現金及び現金同等物の期首残高 1,830,915 2,090,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,242,387 2,301,996
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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）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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