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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 52,172 7.6 457 △56.3 492 △52.5 472 ―
23年12月期第2四半期 48,484 △7.8 1,047 109.7 1,038 136.5 △111 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 482百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △153百万円 （―％）

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12月期第2四半期 55.68 ―
23年12月期第2四半期 △13.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 24,666 6,381 24.3
23年12月期 27,024 6,006 20.7
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  6,000百万円 23年12月期  5,586百万円

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12月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
24年12月期 ― 3.00
24年12月期（予想） ― 3.00 6.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 104,000 3.2 1,220 △22.2 1,130 △28.2 770 118.9 90.75



(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）  ：  有  

 詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「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 3社 （社名）
木徳九州株式会社、備前食糧株式会
社、有限会社共栄ファーム

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12月期2Q 8,530,000 株 23年12月期 8,530,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 45,632 株 23年12月期 52,937 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 8,485,132 株 23年12月期2Q 8,478,565 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興事業による内需の拡大を背

景に、個人消費や雇用情勢の緩やかな回復が見られるものの、欧州の債務問題、円高の継続、原油価格

の高騰等により、先行き不透明な状況が続きました。 

当社グループの主力事業が属する米穀業界においては、平成23年産米の需給は引き締まっているな

か、夏場の端境期の在庫不足への懸念から、卸業者の在庫積み増しによりコメの卸間取引価格は前年同

期を大幅に上回る高値となりました。また、６月に大震災や原発事故による被害の代替として政府備蓄

米４万トンの放出があったものの、平成24年産新米の先高感が強まりつつあるため、平成23年産米の取

引価格は依然として高値で推移しております。一方、小麦粉価格の値下げによりパンや麺の販売価格が

下がるなか、コメの販売価格の上昇が米消費に悪影響を及ぼしております。  

このような状況のなか、当社グループにおいては、ミニマム・アクセス米や玄米の販売数量は減少し

ましたが精米の販売数量は堅調であったこと、コメの販売価格が上昇したこと、飼料事業の業容が大幅

に拡大したこと等により、当第２四半期連結累計期間の売上高は、52,172百万円（前年同期比7.6％

増）となりました。損益面では、米穀事業の利益率が低下したこと、食品事業の鶏肉販売における採算

が一段と悪化したこと、物流費用等のコストが増加したこと等により、当第２四半期連結累計期間の営

業利益は457百万円（同56.3％減）、経常利益は492百万円（同52.5％減）となりました。また、子会社

を吸収合併したことにより法人税等の低減が図られたことから、当第２四半期連結累計期間の四半期純

利益は472百万円（前年同期は111百万円の四半期純損失）となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は24,666百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,357

百万円の減少となりました。これは主に前渡金の増加額561百万円に対し、現金及び預金の減少額951百

万円、受取手形及び売掛金の減少額873百万円、たな卸資産の減少額806百万円、未収入金の減少額149

百万円、有形固定資産の減少額98百万円等があったためであります。 

負債につきましては負債合計が18,285百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,732百万円の減少と

なりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額1,441百万円、短期借入金の減少額329百万円、未

払法人税等の減少額347百万円、長期借入金の減少額586百万円等があったためであります。 

純資産につきましては純資産合計が6,381百万円となり、前連結会計年度末と比べ374百万円の増加と

なりました。これは主に利益剰余金の増加額386百万円等があったためであります。 

  

当第２四半期の連結業績は、ほぼ当初計画どおりに推移しており、平成24年２月16日に公表しました

通期の業績の予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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当第２四半期連結累計期間において、連結子会社であった木徳九州㈱及び備前食糧㈱は、平成24年１

月１日付けで当社を存続会社とする吸収合併ににより解散いたしました。  

また、連結子会社であった㈲共栄ファーム及び㈲茨城内外食品、㈱ジィーシーフーズは、平成24年１

月１日付けで同じく連結子会社である内外食品㈱を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。

なお、連結子会社であった関東内外食品事業協同組合は、重要性が乏しくなったため、連結の範囲か

ら除外しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,995,679 2,044,150

受取手形及び売掛金 9,673,473 8,799,648

商品及び製品 3,789,888 3,386,486

仕掛品 461,718 465,848

原材料及び貯蔵品 2,096,953 1,689,448

前渡金 28,787 589,844

未収入金 209,571 60,377

繰延税金資産 151,660 151,977

その他 322,186 188,751

貸倒引当金 △4,964 △7,427

流動資産合計 19,724,954 17,369,107

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,190,999 2,140,441

機械装置及び運搬具（純額） 707,349 682,220

土地 2,677,576 2,649,580

リース資産（純額） 17,818 21,578

その他（純額） 34,055 35,581

有形固定資産合計 5,627,799 5,529,403

無形固定資産

ソフトウエア 35,695 41,913

その他 38,361 33,734

無形固定資産合計 74,056 75,647

投資その他の資産

投資有価証券 1,042,320 1,118,238

長期貸付金 1,628 1,330

長期前払費用 7,509 6,556

繰延税金資産 4,231 －

その他 633,415 671,667

貸倒引当金 △91,330 △105,310

投資その他の資産合計 1,597,776 1,692,482

固定資産合計 7,299,632 7,297,533

資産合計 27,024,586 24,666,641
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(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 5,844,244 4,402,292

短期借入金 8,134,522 7,804,593

1年内償還予定の社債 272,000 210,000

1年内返済予定の長期借入金 1,472,429 1,298,024

未払法人税等 415,958 68,009

賞与引当金 150,405 169,491

災害損失引当金 6,825 －

リース債務 5,332 6,772

資産除去債務 19,180 －

その他 1,807,935 2,097,851

流動負債合計 18,128,834 16,057,035

固定負債

社債 360,000 290,000

長期借入金 1,944,995 1,358,305

繰延税金負債 372,411 388,361

退職給付引当金 11,675 12,417

役員退職慰労引当金 44,150 36,275

リース債務 12,485 14,806

資産除去債務 70,609 71,343

負ののれん 250 467

その他 72,419 56,291

固定負債合計 2,888,997 2,228,267

負債合計 21,017,831 18,285,303

純資産の部

株主資本

資本金 529,500 529,500

資本剰余金 331,508 331,687

利益剰余金 4,864,987 5,251,082

自己株式 △20,047 △17,367

株主資本合計 5,705,948 6,094,902

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △33,537 14,018

繰延ヘッジ損益 4,963 △21,187

為替換算調整勘定 △90,687 △87,698

その他の包括利益累計額合計 △119,261 △94,866

少数株主持分 420,068 381,301

純資産合計 6,006,755 6,381,338

負債純資産合計 27,024,586 24,666,641
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 48,484,755 52,172,689

売上原価 44,628,819 48,678,102

売上総利益 3,855,936 3,494,586

販売費及び一般管理費 2,808,776 3,037,290

営業利益 1,047,160 457,295

営業外収益

受取利息 3,482 2,423

受取配当金 15,230 20,246

受取保険金 － 45,625

不動産賃貸料 22,299 19,201

デリバティブ評価益 185 2,808

貸倒引当金戻入額 － 1,054

その他 65,228 38,100

営業外収益合計 106,426 129,460

営業外費用

支払利息 88,239 75,225

不動産賃貸費用 4,629 6,158

為替差損 16,900 2,893

その他 5,277 9,623

営業外費用合計 115,046 93,901

経常利益 1,038,539 492,854

特別利益

固定資産売却益 239 48,676

貸倒引当金戻入額 886 －

退職給付引当金戻入額 4,078 －

投資有価証券売却益 0 －

抱合せ株式消滅差益 － 16,407

災害損失引当金戻入額 － 325

災害保険金 249,900 －

収用補償金 － 27,748

その他 3,810 －

特別利益合計 258,915 93,156

特別損失

固定資産売却損 － 330

固定資産除却損 220 2,726

減損損失 265,944 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 91,062 －

災害による損失 917,583 －

役員退職慰労金 － 26,841

事業撤退損 － 25,474

その他 4,150 6,928

特別損失合計 1,278,961 62,300

税金等調整前四半期純利益 18,493 523,710

法人税、住民税及び事業税 108,782 55,051

法人税等調整額 41,779 11,648

法人税等合計 150,562 66,699

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（△）

△132,068 457,011

少数株主損失（△） △20,190 △15,427

四半期純利益又は四半期純損失（△） △111,878 472,438
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１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（△）

△132,068 457,011

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,775 47,683

繰延ヘッジ損益 12,182 △26,150

為替換算調整勘定 △18,336 3,832

その他の包括利益合計 △21,930 25,366

四半期包括利益 △153,999 482,377

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △127,604 496,833

少数株主に係る四半期包括利益 △26,394 △14,456
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該当事項はありません。  

  

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
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