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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 18,892 △0.3 439 △19.1 506 △14.3 312 6.1
23年3月期第3四半期 18,952 △0.2 543 △9.2 590 △8.7 294 45.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 329百万円 （4.8％） 23年3月期第3四半期 314百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 54.10 ―
23年3月期第3四半期 50.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 20,363 14,249 69.9
23年3月期 16,693 14,063 84.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  14,249百万円 23年3月期  14,063百万円

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3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 25.00 25.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  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 23,950 4.0 521 6.5 575 3.4 424 46.0 73.50



(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 

(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。 

4.  その他

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   ：  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3月期3Q 5,769,040 株 23年3月期 5,769,040 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 116 株 23年3月期 86 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,768,934 株 23年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により予断を許さない状況でありました

が、被災地の復興も徐々に進み、それに伴う経済活動の正常化に向けた動きが広がり、景気は持ち直しの動きが見

られました。  

 外食産業におきましては、被災地の直接的な被害や関東地区の計画停電及び全国的な自粛ムードの拡がりなど、

震災の影響を受け、ほとんどの地域で需要が減少したものの、その後、徐々に回復の兆しが見られつつあります。

しかし、原子力災害などの影響もあり、消費者の食の「安心・安全」に対する意識はより一層高まり、依然として

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ともに、国内外の新規

販路開拓に取り組みました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日～平成23年12月31日）の売上高及び営業利益は、前年

同四半期を上回る結果となり、堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は188億92百万円（前年同四半期比0.3％減）、営業利益4億39

百万円（前年同四半期比19.1％減）、経常利益5億6百万円（前年同四半期比14.3％減）、四半期純利益3億12百万

円（前年同四半期比6.1％増）となりました。 

 セグメント別の売上状況は、次のとおりであります。 

  （単位：百万円） 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、203億63百万円（前連結会計年度末は166億93百万円）と

なり、36億69百万円増加いたしました。投資有価証券の減少（16億1百万円から4億85百万円、11億15百万円減）

並びに現金及び預金の減少（53億60百万円から43億10百万円、10億49百万円減）があったものの、受取手形及び

売掛金の増加（25億13百万円から75億12百万円、49億98百万円増）並びに有価証券の増加（4億50百万円から15

億1百万円、10億51百万円増）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、61億13百万円（前連結会計年度末は26億29百万円）とな

り、34億84百万円増加いたしました。未払法人税等の減少（2億49百万円から85百万円、1億64百万円減）があっ

たものの、支払手形及び買掛金の増加（15億17百万円から45億82百万円、30億64百万円増）並びに短期借入金6

億円の発生が主な要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、142億49百万円（前連結会計年度末は140億63百万円）

となり、1億85百万円増加いたしました。利益剰余金の増加（94億71百万円から96億39百万円、1億67百万円増）

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24年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成23年６月28日に公表いたしました「業績予想及び配

当予想に関するお知らせ」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

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 

セグメント別売上高  
前年同四半期比（％） 

 業務用加工食材  18,871  99.7

 その他  20  64.7

計  18,892  99.7
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,360,643 4,310,820

受取手形及び売掛金 2,513,927 7,512,225

有価証券 450,000 1,501,623

商品及び製品 946,542 999,042

原材料及び貯蔵品 57,907 65,208

繰延税金資産 86,882 43,459

その他 111,148 64,577

貸倒引当金 △9,270 △11,180

流動資産合計 9,517,782 14,485,777

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,073,279 998,383

機械装置及び運搬具（純額） 191,387 160,830

土地 3,847,031 3,847,031

建設仮勘定 3,150 －

その他（純額） 36,095 37,614

有形固定資産合計 5,150,943 5,043,859

無形固定資産 54,466 66,983

投資その他の資産   

投資有価証券 1,601,401 485,772

繰延税金資産 86,791 71,046

その他 297,080 219,119

貸倒引当金 △15,112 △9,428

投資その他の資産合計 1,970,160 766,509

固定資産合計 7,175,570 5,877,352

資産合計 16,693,352 20,363,130
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,517,736 4,582,508

短期借入金 － 600,000

未払法人税等 249,432 85,055

賞与引当金 133,194 68,613

役員賞与引当金 6,825 4,140

その他 220,133 426,695

流動負債合計 2,127,321 5,767,012

固定負債   

退職給付引当金 189,273 205,966

役員退職慰労引当金 266,748 92,662

その他 46,306 48,206

固定負債合計 502,327 346,834

負債合計 2,629,648 6,113,846

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 9,471,713 9,639,592

自己株式 △105 △132

株主資本合計 14,110,786 14,278,638

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △47,082 △29,355

その他の包括利益累計額合計 △47,082 △29,355

純資産合計 14,063,704 14,249,283

負債純資産合計 16,693,352 20,363,130
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 18,952,630 18,892,275

売上原価 15,614,992 15,634,966

売上総利益 3,337,637 3,257,308

販売費及び一般管理費 2,793,994 2,817,934

営業利益 543,643 439,374

営業外収益   

受取利息 20,669 23,199

受取配当金 3,532 3,529

有価証券売却益 459 1,272

受取賃貸料 11,223 11,223

保険解約返戻金 － 16,797

その他 13,954 13,291

営業外収益合計 49,838 69,314

営業外費用   

支払利息 365 36

賃貸収入原価 2,458 2,510

営業外費用合計 2,823 2,546

経常利益 590,658 506,142

特別利益   

固定資産売却益 22 471

特別利益合計 22 471

特別損失   

固定資産売却損 42 182

固定資産除却損 309 524

投資有価証券評価損 45,515 46,535

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,205 －

災害による損失 － 13,652

事業撤退損 － 7,449

特別損失合計 60,072 68,344

税金等調整前四半期純利益 530,608 438,269

法人税、住民税及び事業税 201,961 84,248

法人税等調整額 34,539 41,918

法人税等合計 236,500 126,167

少数株主損益調整前四半期純利益 294,107 312,102

四半期純利益 294,107 312,102
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 294,107 312,102

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,451 17,727

その他の包括利益合計 20,451 17,727

四半期包括利益 314,559 329,830

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 314,559 329,830

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。 

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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．「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．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

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。 

   

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）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  18,920,323  32,307  18,952,630

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  18,920,323  32,307  18,952,630

セグメント利益又はセグメント損失（△）  563,467  △19,823  543,643

  
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  18,871,371  20,904  18,892,275

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  18,871,371  20,904  18,892,275

セグメント利益又はセグメント損失（△）  445,944  △6,569  439,374

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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