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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 5,014 11.8 3 ― 20 ― 6 ―
24年3月期第1四半期 4,481 △6.6 △135 ― △108 ― △26 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △2百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △4百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 1.19 ―
24年3月期第1四半期 △4.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 17,585 14,107 80.2
24年3月期 17,061 14,254 83.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  14,107百万円 24年3月期  14,254百万円

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 ― 25.00 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 9,813 3.6 △139 ― △116 ― △82 ― △14.34
通期 23,984 2.4 508 13.1 549 3.5 332 7.7 57.67



(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 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、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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Ｐ．２「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。 

※  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1Q 5,769,040 株 24年3月期 5,769,040 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 116 株 24年3月期 116 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,768,924 株 24年3月期1Q 5,768,954 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として、一部に持ち直しの

動きが見られたものの、長引く円高や欧州の金融問題、消費税増税への動きなど、景気の先行きは依然として不透

明な状態で推移いたしました。  

 外食産業におきましては、市場規模に拡大が見込めない厳しい状況が続いております。また、消費者の食の安

全・安心に対する関心が一層高まるとともに、厳しい雇用環境や所得環境にともなう先行き不安感を背景とした低

価格志向・節約志向が依然として続いております。 

 このような状況の中、当社グループでは、市場競争力の高い商品の企画開発力の強化に注力するとともに、より

一層きめの細かい営業活動を実施することにより、市場でのシェアアップに全力を傾けると同時に、国内外の新規

販路開拓に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は50億14百万円（前年同四半期比11.8％増）、営業利益3百万円

（前年同四半期は営業損失1億35百万円）、経常利益20百万円（前年同四半期は経常損失1億8百万円）、四半期純

利益6百万円（前年同四半期は四半期純損失26百万円）となりました。 

 なお、平成23年10月20日に宅配事業から撤退したため、当社グループの事業のうちその他事業については当社グ

ループから除外され、同日以降、業務用加工食材事業のみの単一セグメントとなっております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、175億85百万円（前連結会計年度末は170億61百万円）と

なり、5億24百万円増加いたしました。受取手形及び売掛金の減少（35億5百万円から31億65百万円、3億39百万

円減）並びに有価証券の減少（18億1百万円から17億円、1億円減）があったものの、現金及び預金の増加（51億

11百万円から58億56百万円、7億44百万円増）並びに投資有価証券の増加（2億5百万円から4億93百万円、2億87

百万円増）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、34億78百万円（前連結会計年度末は28億7百万円）とな

り、6億71百万円増加いたしました。未払法人税等の減少（1億53百万円から5百万円、1億48百万円減）があった

ものの、支払手形及び買掛金の増加（18億79百万円から27億50百万円、8億71百万円増）が主な要因でありま

す。 

（純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、141億7百万円（前連結会計年度末は142億54百万円）

となり、1億47百万円減少いたしました。配当金の支払額等により利益剰余金が1億37百万円減少したことが主な

要因であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表い

たしました業績予想から変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ236千円増加しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,111,998 5,856,477

受取手形及び売掛金 3,505,125 3,165,235

有価証券 1,801,658 1,700,794

商品及び製品 841,577 926,029

原材料及び貯蔵品 61,025 63,404

繰延税金資産 74,891 62,571

その他 129,907 67,711

貸倒引当金 △13,260 △8,810

流動資産合計 11,512,923 11,833,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 974,563 945,719

機械装置及び運搬具（純額） 149,103 146,937

土地 3,847,031 3,800,175

その他（純額） 30,419 29,934

有形固定資産合計 5,001,117 4,922,765

無形固定資産 63,868 60,450

投資その他の資産   

投資有価証券 205,151 493,106

繰延税金資産 66,846 71,674

その他 219,409 212,616

貸倒引当金 △8,061 △8,058

投資その他の資産合計 483,346 769,339

固定資産合計 5,548,332 5,752,556

資産合計 17,061,255 17,585,971
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,879,500 2,750,840

未払法人税等 153,988 5,625

賞与引当金 126,510 89,170

役員賞与引当金 6,210 －

その他 291,781 278,587

流動負債合計 2,457,989 3,124,223

固定負債   

退職給付引当金 205,980 208,613

役員退職慰労引当金 96,493 100,444

その他 46,706 45,606

固定負債合計 349,179 354,663

負債合計 2,807,169 3,478,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,344,021 2,344,021

資本剰余金 2,295,156 2,295,156

利益剰余金 9,636,339 9,499,034

自己株式 △132 △132

株主資本合計 14,275,385 14,138,080

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △21,298 △30,996

その他の包括利益累計額合計 △21,298 △30,996

純資産合計 14,254,086 14,107,084

負債純資産合計 17,061,255 17,585,971
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,481,761 5,014,107

売上原価 3,717,499 4,157,839

売上総利益 764,262 856,268

販売費及び一般管理費 899,625 852,536

営業利益又は営業損失（△） △135,363 3,731

営業外収益   

受取利息 7,434 4,802

受取配当金 1,911 1,915

受取賃貸料 3,741 2,113

貸倒引当金戻入額 9,578 4,453

その他 4,795 4,677

営業外収益合計 27,461 17,960

営業外費用   

賃貸収入原価 772 693

営業外費用合計 772 693

経常利益又は経常損失（△） △108,674 20,998

特別利益   

固定資産売却益 － 13,512

特別利益合計 － 13,512

特別損失   

固定資産売却損 － 14,901

固定資産除却損 464 42

投資有価証券評価損 47,045 －

災害による損失 5,612 －

特別損失合計 53,122 14,943

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（△）

△161,797 19,566

法人税、住民税及び事業税 2,880 2,809

法人税等調整額 △137,885 9,838

法人税等合計 △135,004 12,647

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（△）

△26,792 6,918

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26,792 6,918
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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（△）

△26,792 6,918

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,304 △9,698

その他の包括利益合計 22,304 △9,698

四半期包括利益 △4,487 △2,779

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,487 △2,779

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

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：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、宅配事業でありま

す。 

   ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 平成23年10月20日に宅配事業から撤退したため、当社グループの事業のうちその他事業については当社

グループから除外され、同日以降、業務用加工食材事業のみの単一セグメントとなったため、記載を省略

しております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

（注）２  業務用加工食材 

売上高                  

（1）外部顧客への売上高  4,472,634  9,127  4,481,761

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  4,472,634  9,127  4,481,761

セグメント損失（△）  △131,411  △3,952  △135,363
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