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（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ３月期第２四半期 3,496 4.2 △350 ― △345 ― △331 ―
25年 ３月期第２四半期 3,354 ― 65 ― 77 ― 68 ―

 

 
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 ３月期第２四半期 △34.64 ―
25年 ３月期第２四半期 7.14 ―

（注）平成 25 年３月期は、平成 24 年３月期が１月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い 14 か月の変則決算と

なっておりますので、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 
（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 ３月期第２四半期 8,826 7,114 80.6
25年 ３月期 9,744 7,537 77.4

（参考）自己資本    26年３月期第２四半期 7,114百万円       25年３月期 7,537百万円 

 
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 ３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年 ３月期 ― 0.00  

26年 ３月期 
(予想) 

 ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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 7,700 4.0 △450 ― △450 ― △440 ― △46.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

※ 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３月期２Ｑ 9,610,000株 25年３月期 9,610,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 53,780株 25年３月期 52,880株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期２Ｑ 9,556,637株 25年３月期２Ｑ 9,557,370株

 
 
※ 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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くだ

さい。 
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策や日銀による質的・量的な金融緩和の効果

等の影響を受け、円安や株高が進展した結果、輸出や個人消費を中心に緩やかな回復基調ではありましたが、海外

経済は不安定な要素を数多くかかえ、先行きが見通せない中で推移いたしました。

食品業界におきましては、依然としてデフレによる低価格志向が続く市場環境の中で、原材料高や同業他社との

競合激化など、依然厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社は主力製品である棒ラーメンや皿うどんの販売強化、新製品の市場投入等による新規

需要の開拓に努め、特に棒ラーメンにつきましては売上を大きく伸ばすことができました。

一方、本年１月に竣工した福岡工場及び本社社屋の減価償却費により、厳しい収支が見込まれており、コスト削

減や業務効率化を徹底して参りました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は、 百万円（前年同四半期比4.2％増）となりました。

また、利益面につきましては、減価償却費が増加したこと等により営業損失は 百万円（前年同四半期は営業

利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常利益 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同

四半期は四半期純利益 百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、918百万円減少しました。これは主に受取手

形及び売掛金が226百万円、未収消費税等が185百万円及び未収入金が152百万円減少したこと等によるものであり

ます。

また、負債は、前事業年度末に比べ、495百万円減少しました。これは主に短期借入金が300百万円並びに支払手

形及び買掛金が142百万円減少したこと等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表しました業績予想に変更ありません。

（１）四半期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。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,496

350

65 345 77 331

68

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 313,275 330,006

受取手形及び売掛金 1,958,541 1,731,642

１年内償還予定の関係会社社債 199,910 199,999

商品及び製品 119,902 136,350

仕掛品 40,137 39,741

原材料及び貯蔵品 69,000 60,798

その他 601,992 150,544

流動資産合計 3,302,760 2,649,082

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,420,967 2,338,667

機械及び装置（純額） 1,721,993 1,587,016

土地 1,255,079 1,255,079

その他（純額） 337,735 308,672

有形固定資産合計 5,735,775 5,489,435

無形固定資産 105,335 94,936

投資その他の資産

投資有価証券 526,461 521,901

その他 77,333 74,149

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 600,295 592,550

固定資産合計 6,441,405 6,176,923

資産合計 9,744,166 8,826,005



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 985,746 843,367

短期借入金 300,000 －

未払金 488,135 397,768

未払法人税等 4,265 8,463

賞与引当金 45,187 57,071

その他 41,591 64,066

流動負債合計 1,864,924 1,370,738

固定負債

繰延税金負債 118,752 122,368

退職給付引当金 95,711 102,006

役員退職慰労引当金 44,219 37,401

その他 83,305 79,141

固定負債合計 341,988 340,917

負債合計 2,206,913 1,711,656

純資産の部

株主資本

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 3,565,406 3,138,820

自己株式 △30,991 △31,340

株主資本合計 7,513,756 7,086,821

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,496 27,527

評価・換算差額等合計 23,496 27,527

純資産合計 7,537,252 7,114,349

負債純資産合計 9,744,166 8,826,005



（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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 3,354,802 3,496,603

売上原価 1,920,557 2,303,060

売上総利益 1,434,244 1,193,543

販売費及び一般管理費 1,368,590 1,543,980

営業利益又は営業損失（△） 65,654 △350,436

営業外収益

受取利息 6,219 2,261

受取配当金 4,162 4,977

補助金収入 10,621 －

還付加算金 － 4,454

その他 6,921 6,663

営業外収益合計 27,925 18,356

営業外費用

支払利息 138 225

たな卸資産廃棄損 12,688 10,843

その他 2,926 2,254

営業外費用合計 15,753 13,322

経常利益又は経常損失（△） 77,825 △345,403

特別利益

投資有価証券売却益 10,370 5,553

交付金収入 － 16,742

特別利益合計 10,370 22,295

特別損失

固定資産売却損 14 －

固定資産除却損 14 636

投資有価証券評価損 9,816 －

特別損失合計 9,845 636

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 78,350 △323,744

法人税、住民税及び事業税 6,465 3,837

法人税等調整額 3,636 3,432

法人税等合計 10,101 7,270

四半期純利益又は四半期純損失（△） 68,249 △331,015



該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は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。

販売品目別販売実績

(単位：千円、単位未満切捨）

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

４．補足情報

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
増減

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）（自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日）
金額 構成比

（％） 金額 構成比
（％） 金額

増減率
（％）

棒ラーメン 849,254 25.3 960,431 27.5 111,176 13.1

皿うどん 940,955 28.1 952,192 27.2 11,236 1.2

カップめん 1,338,648 39.9 1,387,885 39.7 49,237 3.7

袋めん 216,200 6.4 186,126 5.3 △30,073 △13.9

その他 9,743 0.3 9,967 0.3 224 2.3

合計 3,354,802 100.0 3,496,603 100.0 141,801 4.2
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