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１．平成26年２月期第２四半期の業績（平成25年３月１日～平成25年８月31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 ％

26年２月期第２四半期 2,453 2.2 53 △20.2 68 △20.9 40 △43.8
25年２月期第２四半期 2,398 △0.8 67 58.3 86 38.5 72 88.3

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

26年２月期第２四半期 9 88 － －

25年２月期第２四半期 16 98 － －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第２四半期 2,801 1,256 44.8

25年２月期 2,182 1,228 56.2

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 1,256百万円 25年２月期 1,228百万円

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

25年２月期 － － － － － － 3 00 3 00

26年２月期 － － － －

26年２月期(予想) － － 3 00 3 00

３．平成26年２月期の業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28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 3,755 1.4 12 △54.2 34 △40.4 20 △62.7 4 87



  

 

 

 
  

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、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、平成25年10月10日に終了しております。 

  

※ 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 ： 無

（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 ： 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

（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) 26年２月期２Ｑ 4,320,810株 25年２月期 4,320,810株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 216,028株 25年２月期 213,588株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 4,106,060株 25年２月期２Ｑ 4,258,519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

    業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は今後の事業環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能

性があります。業績予想に関しましては、２ページ「当四半期決算に関する定性的情報」（3）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、昨年末の政権交代後の経済対策・金融政策による円高

是正や株価上昇が進み、輸出産業を中心とした業績回復基調も見られ、今後の景気回復への期待は高ま

っているものの、企業の設備投資や個人の所得は未だに低迷したままであり、先行きの景気回復につい

ては、依然として不透明な状況で推移しました。 

国内食品業界におきましては、依然として消費者の節約志向が強く、低価格化により販売競争が激化

し収益を圧迫する厳しい状況が続いております。また、当社の主力製品であるアイスクリーム販売につ

いては、主要販売エリアである新潟県及び東北地方の梅雨明けの遅れにより大変厳しい状況となりまし

た。 

このような状況のもと当社は、夏季に集中する需要に対応できる体制を整備し、積極的な営業活動と

工場の操業度の向上に取り組みました。また、夏季期間限定で、もも果汁を使用した氷菓「ももえちゃ

ん」を投入し、販売の強化を図りました。当第２四半期累計期間の売上高は、ＯＥＭ（相手先ブランド

名製造）の受託が増加したことにより、2,453百万円（前年同期2,398百万円）となりました。 

損益面については、生産性の向上を目的とした設備投資を行い、製造原価・生産ロスの低減を図った

こと及び全社的にコスト低減に取組み経費を削減いたしましたが、梅雨明けの遅れにより自社製品の販

売が伸び悩んだことにより、営業利益は53百万円（前年同期は67百万円）、経常利益は68百万円（前年

同期は86百万円）、税引前四半期純利益は67百万円（前年同期は86百万円）、四半期純利益は40百万円

（前年同期は72百万円）となりました。 

なお、当社は夏季に集中して需要が発生するため、特に第２四半期会計期間の売上高は、他の四半期

会計期間の売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ618百万円増加し、2,801百万円となり

ました。資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加額225百万円、受取手形及び売掛金の増加額531

百万円、商品及び製品の減少額164百万円、機械及び装置（純額）の増加額39百万円、繰延税金資産の

減少額17百万円、リース資産（純額）の増加額22百万円等によるものであります。負債は前事業年度末

に比べ590百万円増加し、1,544百万円となりました。これは主に買掛金の増加額177百万円、短期借入

金の増加額308百万円、未払金の増加額38百万円、未払費用の増加額18百万円、未払消費税等の増加額

14百万円、リース債務の増加額22百万円等によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ28百万

円増加し、1,256百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加額28百万円によるものでありま

す。 

  

平成26年２月期の業績予想につきましては、「平成25年２月期 決算短信（非連結）」（平成25年４

月12日付）にて公表いたしました業績予想を修正いたします。詳細につきましては、本日公表の「第２

四半期業績予想との差異及び通期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

（３）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。 

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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 139,359 364,815

受取手形及び売掛金 244,637 776,559

商品及び製品 523,817 359,144

仕掛品 － 1,201

原材料 69,329 60,838

繰延税金資産 22,490 4,819

その他 7,692 13,877

貸倒引当金 △2,945 △6,668

流動資産合計 1,004,381 1,574,587

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 566,567 550,785

機械及び装置（純額） 177,229 216,531

土地 224,792 224,792

リース資産（純額） 28,650 31,122

その他（純額） 21,570 21,344

有形固定資産合計 1,018,810 1,044,577

無形固定資産   

リース資産 10,782 31,039

その他 3,250 3,622

無形固定資産合計 14,033 34,662

投資その他の資産   

投資有価証券 104,312 105,700

その他 41,969 43,493

貸倒引当金 △1,015 △1,735

投資その他の資産合計 145,266 147,459

固定資産合計 1,178,110 1,226,699

資産合計 2,182,492 2,801,286

-4-



(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 207,784 385,505

短期借入金 465,830 774,000

リース債務 12,901 18,373

未払金 36,142 74,462

未払費用 31,980 50,617

未払法人税等 2,817 7,078

未払消費税等 1,542 15,577

賞与引当金 15,962 17,045

その他 5,092 12,908

流動負債合計 780,054 1,355,569

固定負債   

リース債務 27,300 44,819

繰延税金負債 16,145 19,714

退職給付引当金 107,555 101,649

役員退職慰労引当金 405 405

資産除去債務 17,002 17,004

その他 5,550 5,250

固定負債合計 173,958 188,842

負債合計 954,013 1,544,412

純資産の部   

株主資本   

資本金 216,040 216,040

資本剰余金 22,686 22,686

利益剰余金 1,005,586 1,033,869

自己株式 △47,797 △48,275

株主資本合計 1,196,515 1,224,320

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,963 32,553

評価・換算差額等合計 31,963 32,553

純資産合計 1,228,479 1,256,874

負債純資産合計 2,182,492 2,801,286
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 2,398,824 2,453,069

売上原価 2,036,659 2,107,483

売上総利益 362,165 345,585

販売費及び一般管理費 294,885 291,944

営業利益 67,280 53,640

営業外収益   

受取利息 122 158

受取配当金 1,074 1,107

不動産賃貸料 7,308 7,032

受取手数料 1,292 1,689

助成金収入 7,450 4,101

設備負担金収入 6,500 －

雑収入 772 4,592

営業外収益合計 24,520 18,680

営業外費用   

支払利息 3,892 2,679

不動産賃貸費用 1,051 1,034

雑損失 74 －

営業外費用合計 5,018 3,714

経常利益 86,782 68,607

特別利益   

損害賠償金収入 － 18,905

特別利益合計 － 18,905

特別損失   

固定資産除却損 48 1,579

たな卸資産廃棄損 － 18,923

特別損失合計 48 20,502

税引前四半期純利益 86,733 67,009

法人税、住民税及び事業税 492 5,487

法人税等調整額 13,917 20,917

法人税等合計 14,409 26,405

四半期純利益 72,323 40,604
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31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 86,733 67,009

減価償却費 71,136 63,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,995 △5,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,990 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 380 1,083

固定資産除却損 48 1,579

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,606 4,442

受取利息及び受取配当金 △1,197 △1,265

支払利息 3,892 2,679

売上債権の増減額（△は増加） △470,561 △531,921

たな卸資産の増減額（△は増加） 146,404 171,962

仕入債務の増減額（△は減少） 189,937 177,721

未払金の増減額（△は減少） △59,911 31,208

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,829 14,034

未払費用の増減額（△は減少） 20,384 18,637

預り保証金の増減額（△は減少） － △300

差入保証金の増減額（△は増加） △10,041 △113

その他 △3,392 △1,200

小計 △21,746 13,331

利息及び配当金の受取額 1,197 1,265

利息の支払額 △3,892 △2,679

法人税等の支払額 △1,141 △1,380

法人税等の還付額 151 154

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,431 10,691

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 △89,878 △68,454

無形固定資産の取得による支出 － △910

投資有価証券の取得による支出 △465 △474

その他 △3,768 △799

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,112 △70,638

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） 378,810 308,170

リース債務の返済による支出 △18,309 △10,039

配当金の支払額 △0 △12,249

その他 △141 △477

財務活動によるキャッシュ・フロー 360,358 285,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240,814 225,455

現金及び現金同等物の期首残高 135,284 139,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 376,098 364,815
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該当事項はありません。 

  

当社は、冷凍食品製造事業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。 

  

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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