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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年9月期第3四半期 3,703 △10.6 129 107.3 132 110.5 106 160.8
23年9月期第3四半期 4,142 △8.0 62 △73.4 62 △72.5 40 △80.3

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

24年9月期第3四半期 739.23 ―

23年9月期第3四半期 283.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 2,232 1,453 65.1
23年9月期 2,183 1,346 61.7

（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  1,453百万円 23年9月期  1,346百万円

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

23年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年9月期 ― 0.00 ―

24年9月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30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  ：  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

通期 5,014 △4.6 213 ― 215 ― 191 ― 1,327.74



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 144,366 株 23年9月期 144,366 株

② 期末自己株式数 24年9月期3Q ― 株 23年9月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 144,366 株 23年9月期3Q 144,190 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 
 業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提とし
ています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間の売上高は 千円（前年同四半期比 %減）、営業利益は 千円（前年同

四半期比 ％増）、経常利益は 千円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益は 千円（前年

同四半期比 ％増）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。  

（小売事業） 

 当社は、前期より全ての経営資源を小売事業に集中し当該事業の基盤確立に向けて取り組んでおります。今年度

は「現場力」を経営方針に、現場における様々な問題及びその解決策を現場で取り組むことにより、将来の成長が

あると考え事業を推し進めてまいります。 

 また、事業の基盤確立に向けて、売上及び利益の安定化を図るためには、三代目茂蔵ブランドをより強化するこ

とが課題であると考え、店舗を工場直売所から大豆加工食品の専門店としてブラッシュアップし、販売の強化及び

発注精度の向上に努めてまいりました。 

 販売の強化に関しましては、専門店として店舗においてカテゴリー別販売をより明確にするため、豆腐類・揚物

類以外にも菓子・デザート類、惣菜類の商品アイテムを強化し売上変動の安定化を図りました。また、発注の精度

を高めることが利益の安定化に貢献すると考え、マネージャーによる店舗別のPOSデータ分析及び変動要因となる

天候・気温のデータ構築を進めました。路面店舗については天候による顧客数の変動幅が非常に大きく、雨の日に

は約20％程度の顧客数が減少するため、天候予想に合わせた発注等の精度を高めることを課題に取り組みました。

 これらの結果として売上総利益率は前年同四半期比3.2ポイント改善いたしました。一方で、顧客数については

主に、天候等の外部要因の影響により、１店舗当たりの顧客数は前年同四半期比90％となり、結果、１店舗当たり

の売上高は前年同四半期比90％となりました。第４四半期につきましては、天候に加えて気温が30℃を超える日の

顧客数変動が非常に大きくなるため、販売手法・発注精度の向上を課題に進めてまいります。 

 出店につきましては、今期はスクラップアンドビルドを前提として、５店舗程度の出退店を計画しておりました

が、大豆加工食品の専門店としてブラッシュアップの見込みが低い不採算店舗を中心に11店舗を退店する一方で、

出店は天候等の外部要因の影響が低い商業施設に２店舗出店いたしました。 

 商品開発につきましては、豆腐類・揚げ物類以外にも菓子・デザート類、惣菜類の商品を当社が企画・開発し協

力工場において製造を委託する豆腐版SPAを開始しました。   

 以上の結果、小売事業の売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）、セグメント利益（営業利益）は

千円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業は、小売加盟店及び業務用得意先への卸売事業であります。 

 その他事業の売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）、セグメント利益（営業利益）は 千円（前

年同四半期比 ％減）となりました。 

  

 なお、当第３四半期累計期間の出店状況は、次のとおりであります。 

（単位：店）

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,703,437 10.6 129,740

107.3 132,377 110.5 106,720

160.8

3,170,115 11.3

223,733 14.0

533,321 6.0 75,844

0.3

  
前事業年度末 

店舗数 
増加 減少 

当第３四半期末

店舗数 

小売事業  工場直売所（直営店）  73 2 11 64 

その他事業  工場直売所（加盟店）  97 15 8 104 

合計 170 17 19 168 
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（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して 千円増加し 千円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の増加 千円、売掛金の増加 千円及び有形固定資産の減少

千円等によるものであります。 

（負債）  

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末と比較して 千円減少し 千円となり

ました。主な要因は、リース債務が 千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産）  

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比較して 千円増加し 千円と

なりました。これは利益剰余金の増加 千円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期通期の業績予想につきましては、現時点では、平成23年11月10日公表の業績予想に変更はござい

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。 

  

（追加情報） 

  第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

   

49,247 2,232,866

300,490 36,900

309,058

57,473 779,798

47,689

106,720 1,453,068

106,720

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 114,594 415,084

売掛金 117,989 154,889

商品及び製品 68,018 62,280

原材料及び貯蔵品 117,460 1,293

繰延税金資産 87,196 87,196

その他 55,729 77,260

貸倒引当金 △1,070 △280

流動資産合計 559,918 797,725

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 218,859 197,116

構築物（純額） 21,045 18,767

機械及び装置（純額） 262,214 120

工具、器具及び備品（純額） 73,023 48,661

土地 675,286 675,286

その他（純額） 599 2,017

有形固定資産合計 1,251,028 941,969

無形固定資産 4,777 3,888

投資その他の資産   

投資有価証券 120,205 120,000

敷金及び保証金 217,760 198,134

その他 41,370 172,568

貸倒引当金 △11,440 △1,419

投資その他の資産合計 367,895 489,283

固定資産合計 1,623,701 1,435,141

資産合計 2,183,619 2,232,866
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 497,227 483,697

リース債務 63,290 54,323

未払金 81,157 130,963

未払費用 72,980 48,265

未払法人税等 34,434 21,181

株主優待引当金 8,600 －

その他 5,265 5,773

流動負債合計 762,954 744,205

固定負債   

リース債務 67,351 28,627

その他 6,965 6,965

固定負債合計 74,316 35,592

負債合計 837,271 779,798

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,715,805 2,715,805

資本剰余金 2,616,490 2,616,490

利益剰余金 △3,985,947 △3,879,226

株主資本合計 1,346,348 1,453,068

純資産合計 1,346,348 1,453,068

負債純資産合計 2,183,619 2,232,866
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,142,674 3,703,437

売上原価 2,695,857 2,314,277

売上総利益 1,446,817 1,389,159

販売費及び一般管理費 1,384,245 1,259,418

営業利益 62,571 129,740

営業外収益   

受取利息 1,942 3,152

為替差益 － 112

受取保険金 237 1,648

受取保証料 4,500 －

その他 2,965 2,699

営業外収益合計 9,644 7,613

営業外費用   

為替差損 14 －

租税公課 5,224 3,929

その他 4,093 1,047

営業外費用合計 9,332 4,976

経常利益 62,884 132,377

特別利益   

固定資産売却益 7,135 535

その他 1,020 －

特別利益合計 8,155 535

特別損失   

災害による損失 4,973 －

投資有価証券評価損 － 205

固定資産除却損 3,499 107

店舗閉鎖損失 1,041 8,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 810 －

その他 65 －

特別損失合計 10,388 9,113

税引前四半期純利益 60,650 123,799

法人税、住民税及び事業税 19,725 17,079

法人税等合計 19,725 17,079

四半期純利益 40,925 106,720
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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. セグメント損益の調整額 千円は各報告セグメントには配賦していない全社費用であり

ます。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損益は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

１．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．セグメント損益の調整額 千円は各報告セグメントには配賦していない全社費用であり

ます。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損益は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

（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
調整額 
（注１） 

四半期
損益計算書 
計上額 
（注２） 

小売事業 その他事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  3,575,241  567,433  4,142,674  -  4,142,674

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 -  -  -  -  -

計  3,575,241  567,433  4,142,674  -  4,142,674

セグメント利益  196,197  76,042  272,240  △209,668  62,571

△209,668

  

報告セグメント
調整額 
（注１） 

四半期
損益計算書 
計上額 
（注２） 

小売事業 その他事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  3,170,115  533,321  3,703,437  -  3,703,437

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 -  -  -  -  -

計  3,170,115  533,321  3,703,437  -  3,703,437

セグメント利益  223,733  75,844  299,578  △169,837  129,740

△169,837
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