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

(2) 連結財政状態

(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 ％

25年3月期第2四半期 6,931 △3.3 △16 ― △29 ― △53 ―
24年3月期第2四半期 7,165 △9.1 211 △32.5 205 △29.8 55 △51.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △81百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 104百万円 （803.2％）

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 △4.67 ―
24年3月期第2四半期 4.85 ―

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

25年3月期第2四半期 15,968 6,589 41.3 578.84
24年3月期 14,886 6,762 45.4 593.98
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 6,589百万円 24年3月期 6,762百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 8.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 ： 有

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 14,100 0.0 100 △71.8 90 △76.0 50 △35.9 4.39



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表レビュー手続は終了しております。

※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、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、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 11,400,000 株 24年3月期 11,400,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 15,803 株 24年3月期 15,803 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,384,197 株 24年3月期2Q 11,384,197 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災の復興需要を背景として緩やかな回復傾向にあります

が、欧州債務危機や円高デフレの長期化、中国を中心としたアジア経済の成長鈍化の影響もあり、引き続き先行き

不透明な状況で推移いたしました。 

 食品業界におきましては、原発問題に伴い、海外では日本からの食品輸入の禁止などの規制も継続されており、

輸出環境も含め当社グループを取り巻く経営環境は極めて厳しい状況となっております。 

 このような状況下、当社グループは輸出回復の遅れや当初予想に比べ飲料、スープ類及び機能性素材などの販売

低迷に加え、新工場建設の遅れに伴う一部製品の販売計画未達や固定費負担増などが生じました。 

 その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は69億31百万円（前年同四半期比3.3％

減）となりました。 

 製品の種類別売上高では、カラメル製品は、飲料向け製品が増加したものの、デザート関連製品が減少し、14億

57百万円（前年同四半期比1.3％減）となりました。粉末製品は、飲料向け製品の減少を粉末茶の拡販でカバーで

きず、16億68百万円（前年同四半期比3.5％減）となりました。凍結乾燥製品は、具材製品が増加しましたが、粉

末山芋が減少し、２億59百万円（前年同四半期比1.0％減）となりました。造粒製品は、お客様ブランドのヘルス

ケア関連製品が減少し、10億99百万円（前年同四半期比7.6％減）となりました。ブレンド製品は、和風だしパッ

ク品と嗜好飲料向け製品が減少し、５億27百万円（前年同四半期比29.4％減）となりました。その他製品・商品

は、国内産冷凍山芋や冷凍和菓子が好調に推移し、19億19百万円（前年同四半期比9.0％増）となりました。 

 利益面につきましては、営業損失は16百万円（前年同四半期は営業利益２億11百万円）、経常損失は29百万円

（前年同四半期は経常利益２億５百万円）、退職給付制度改定損を特別損失に26百万円計上しました結果、四半期

純損失53百万円（前年同四半期は四半期純利益55百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況   

○流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、77億29百万円（前連結会計年度末は77億30百万円）

となり、１百万円減少しました。その主なものは、現金及び預金の減少（78百万円）、商品及び製品の増加（１

億３百万円）等であります。 

○固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、82億38百万円（前連結会計年度末は71億55百万円）

となり、10億83百万円増加しました。その主なものは、有形固定資産の増加（11億19百万円）等であります。 

○流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、54億57百万円（前連結会計年度末は48億24百万円）

となり、６億33百万円増加しました。その主なものは、短期借入金の増加（２億84百万円）、支払手形及び買掛

金の増加（76百万円）等であります。 

○固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、39億20百万円（前連結会計年度末は32億99百万円）

となり、６億21百万円増加しました。その主なものは、長期借入金の増加（６億31百万円）、退職給付引当金の

減少（２億36百万円）等であります。 

○純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、65億89百万円（前連結会計年度末は67億62百万円）と

なり、１億72百万円減少しました。その主なものは、利益剰余金の減少（１億44百万円）等であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.4％から41.3％となっております。 

１．当四半期決算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２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して78百万円減少し、18億12百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

 営業活動の結果得られた資金は３億53百万円（前年同四半期は４億76百万円の獲得）となりました。  

        これは、減価償却費３億61百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は12億42百万円（前年同四半期は８億70百万円の使用）となりました。 

 これは、有形固定資産の取得による支出12億56百万円等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） 

 財務活動の結果得られた資金は８億10百万円（前年同四半期は99百万円の獲得）となりました。 

 これは、長期借入れによる収入８億円等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期累計期間及び平成25年３月期の業績予想につきましては、本日別途公表いたしましたので「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

は1,736千円減少しております。 

   

（４）追加情報 

（退職給付制度の変更） 

 当社及び一部の連結子会社においては、平成24年８月１日より退職一時金制度の一部及び確定給付型企業年金制

度について確定拠出型年金制度に移行しております。この移行に伴う会計処理については「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 本移行により、特別損失として26,449千円を計上しております。 

   

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,926,011 1,847,297

受取手形及び売掛金 3,327,874 3,385,313

有価証券 1,399 1,399

商品及び製品 1,220,673 1,324,318

仕掛品 315,388 350,666

原材料及び貯蔵品 540,290 476,615

繰延税金資産 126,982 154,556

その他 284,811 201,632

貸倒引当金 △12,446 △12,010

流動資産合計 7,730,984 7,729,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,846,643 1,785,416

機械装置及び運搬具（純額） 1,978,627 1,800,388

建設仮勘定 930,921 2,297,805

その他（純額） 728,435 720,608

有形固定資産合計 5,484,628 6,604,218

無形固定資産 48,501 43,987

投資その他の資産   

投資有価証券 832,595 783,175

繰延税金資産 450,757 472,660

その他 349,920 341,723

貸倒引当金 △11,159 △7,043

投資その他の資産合計 1,622,114 1,590,515

固定資産合計 7,155,244 8,238,721

資産合計 14,886,229 15,968,511
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,697,978 1,774,014

短期借入金 2,158,197 2,442,282

未払法人税等 19,586 16,353

賞与引当金 226,881 241,749

役員賞与引当金 1,500 1,000

災害損失引当金 650 650

資産除去債務 1,307 1,322

その他 718,287 980,616

流動負債合計 4,824,388 5,457,987

固定負債   

長期借入金 1,750,993 2,382,468

退職給付引当金 1,385,812 1,149,192

資産除去債務 40,105 39,948

その他 122,902 349,275

固定負債合計 3,299,812 3,920,883

負債合計 8,124,200 9,378,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,500 1,500,500

資本剰余金 1,203,109 1,203,109

利益剰余金 3,912,224 3,767,969

自己株式 △4,952 △4,952

株主資本合計 6,610,881 6,466,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 234,794 201,344

為替換算調整勘定 △83,647 △78,332

その他の包括利益累計額合計 151,147 123,012

純資産合計 6,762,029 6,589,639

負債純資産合計 14,886,229 15,968,511
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

売上高 7,165,395 6,931,933

売上原価 5,725,008 5,687,993

売上総利益 1,440,386 1,243,940

販売費及び一般管理費 1,228,433 1,260,882

営業利益又は営業損失（△） 211,952 △16,942

営業外収益   

受取利息 1,144 1,309

受取配当金 8,316 9,401

受取補償金 － 8,532

その他 9,660 11,595

営業外収益合計 19,120 30,839

営業外費用   

支払利息 14,035 19,137

持分法による投資損失 3,504 18,445

為替差損 2,972 3,677

その他 5,254 1,969

営業外費用合計 25,767 43,229

経常利益又は経常損失（△） 205,306 △29,332

特別損失   

退職給付制度改定損 － 26,449

固定資産除却損 89,849 15,040

投資有価証券評価損 5,999 1,403

災害による損失 6,143 －

特別損失合計 101,992 42,893

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

103,313 △72,225

法人税、住民税及び事業税 41,679 10,675

法人税等調整額 6,411 △29,720

法人税等合計 48,091 △19,044

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

55,222 △53,180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 55,222 △53,180
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

55,222 △53,180

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 47,030 △33,449

為替換算調整勘定 290 666

持分法適用会社に対する持分相当額 2,263 4,648

その他の包括利益合計 49,584 △28,135

四半期包括利益 104,806 △81,315

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 104,806 △81,315

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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

103,313 △72,225

減価償却費 359,244 361,107

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,467 △4,552

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,026 14,868

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △500 △500

災害損失引当金の増減額（△は減少） △35,103 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,645 △236,619

長期未払金の増減額（△は減少） － 240,295

受取利息及び受取配当金 △9,460 △10,711

支払利息 14,035 19,137

為替差損益（△は益） 160 350

持分法による投資損益（△は益） 3,504 18,445

投資有価証券評価損益（△は益） 5,999 1,403

固定資産除却損 89,849 15,040

売上債権の増減額（△は増加） △154,417 △66,773

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,263 △76,893

その他の流動資産の増減額（△は増加） 54,182 19,558

仕入債務の増減額（△は減少） 90,548 85,591

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,120 30,695

その他 12,358 △10,503

小計 654,240 327,714

利息及び配当金の受取額 8,750 10,944

利息の支払額 △12,749 △19,335

法人税等の還付額 － 57,006

法人税等の支払額 △174,122 △23,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,118 353,025

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 △727,669 △1,256,420

有形固定資産の除却による支出 △67,540 △3,011

投資有価証券の取得による支出 △2,568 △2,893

貸付けによる支出 △89,680 △10,590

貸付金の回収による収入 14,944 21,273

保険積立金の解約による収入 － 6,554

その他の支出 △1,023 △682

その他の収入 2,640 3,213

投資活動によるキャッシュ・フロー △870,897 △1,242,557
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（単位：千円）

前第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) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 94,000 170,000

長期借入れによる収入 400,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △291,216 △54,440

リース債務の返済による支出 △12,671 △13,922

配当金の支払額 △91,006 △90,678

財務活動によるキャッシュ・フロー 99,105 810,959

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 △141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △295,752 △78,714

現金及び現金同等物の期首残高 2,336,154 1,891,011

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,040,402 1,812,297
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。   

   

 当社グループは、食品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

 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

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象
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