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(百万円未満切捨て)

１．平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

（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 ％

26年3月期第1四半期 2,396 △3.2 △61 ― △57 ― △62 ―

25年3月期第1四半期 2,475 △2.3 △11 ― △6 ― △13 ―

(注) 包括利益 26年3月期第１四半期 △61百万円(―％) 25年3月期第１四半期 △37百万円(―％)

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

26年3月期第1四半期 △3. 39 ―

25年3月期第1四半期 △0. 74 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 9,165 4,960 54.1

25年3月期 9,196 5,077 55.2

(参考) 自己資本 26年3月期第１四半期 4,960百万円  25年3月期 5,077百万円

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 ― 3. 00 3. 00

26年3月期 ―

26年3月期(予想) 0.00 ― 3. 00 3. 00

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 4,800 1.0 45 ― 45 ― 25 ― 1. 36

通期 10,600 4.0 150 ― 150 ― 75 ― 4. 09



  

 

 

 
  

・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おりませ

ん。 

  

  

・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.3「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。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   －社 (社名)、除外   －社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）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

（４）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１Ｑ 18,392,000株 25年３月期１Ｑ 18,392,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 36,082株 25年３月期 35,271株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 18,356,526株 25年３月期１Ｑ 18,357,950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
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当第１四半期連結累計期間における食品業界を取り巻く環境は、円安からくる原料高と低価格商品へ

の志向がさらに強まりました。 

働く主婦の増加による食事の準備にかける時間の短縮の傾向に伴い、一手間で手作り感のある商品が

求められました。また、小学生や園児以外の大人のお弁当等の需要の増加傾向が顕著になってきまし

た。 

購入チャネルにおいてもスーパーマーケット以外にコンビニエンスストア、宅配、ネット販売等購入

する商品とその時の購入動機により使い分ける傾向が強くなってきました。 

このような状況の中、新製品として２人用のおかずと大人のお弁当として利用できる「大粒肉だんご

黒酢ソース」、「大粒肉だんごデミグラスソース」の２品を発売しました。 

このような活動を行ってまいりましたが、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は23億

96百万円（前年同期比78百万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費を予算管理の厳格化に

より前年同期比６百万円削減したものの、営業損失は61百万円（前年同期は11百万円の営業損失）とな

りました。経常損失は57百万円（前年同期は６百万円の経常損失）となり、また、法人税等を計上した

結果、当第１四半期純損失は62百万円（前年同期は13百万円の純損失）となりました。 
  
製品別チャネル別業績の概況は、次のとおりであります。 

 

   

  
 

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

（単位：千円）
製品別売上高 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

(24.4.1～24.6.30) (25.4.1～25.6.30) 比較増減
金  額 構成比 金  額 構成比 金   額 趨勢比

％ ％ ％
食肉加工品（ハンバーグ・
ミートボール他）

2,289,996 92.5 2,201,714 91.9 △88,282 96.1

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 54,221 2.2 49,002 2.0 △5,219 90.4

惣菜（サラダ・煮物他） 87,563 3.5 93,577 3.9 6,014 106.9

調理用ソース 8,458 0.3 6,830 0.3 △1,628 80.8

冷凍食品 11,114 0.5 10,551 0.4 △562 94.9

配慮食 6,754 0.3 9,628 0.4 2,873 142.5

その他 17,354 0.7 25,485 1.1 8,131 146.9

合   計 2,475,464 100.0 2,396,789 100.0 △78,674 96.8

（単位：千円）
（チャネル別内訳） 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

(24.4.1～24.6.30) (25.4.1～25.6.30) 比較増減
スーパーマーケット・小売店他 金  額 構成比 金  額 構成比 金   額 趨勢比

％ ％ ％
食肉加工品（ハンバーグ・
ミートボール他）

2,190,469 94.1 2,110,631 94.5 △79,838 96.4

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 46,360 2.0 40,960 1.8 △5,400 88.4

惣菜（サラダ・煮物他） 56,720 2.4 39,497 1.8 △17,222 69.6

調理用ソース 6,890 0.3 6,545 0.3 △344 95.0

冷凍食品 8,967 0.4 8,357 0.4 △609 93.2

配慮食 2,576 0.1 5,886 0.3 3,310 228.5

その他 16,217 0.7 20,372 0.9 4,154 125.6

合   計 2,328,202 100.0 2,232,251 100.0 △95,950 95.9

宅配・生協他 金  額 構成比 金  額 構成比 金   額 趨勢比

％ ％ ％
食肉加工品（ハンバーグ・
ミートボール他）

99,526 67.6 91,082 55.3 △8,444 91.5

炊き込みご飯の素・まぜご飯の素 7,861 5.3 8,041 4.9 180 102.3

惣菜（サラダ・煮物他） 30,842 20.9 54,080 32.9 23,237 175.3

調理用ソース 1,568 1.1 284 0.2 △1,283 18.2

冷凍食品 2,146 1.5 2,193 1.3 47 102.2

配慮食 4,178 2.8 3,741 2.3 △436 89.6

その他 1,137 0.8 5,113 3.1 3,976 449.5

合   計 147,262 100.0 164,538 100.0 17,276 111.7
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は91億65百万円（前連結会計年度末比30百万円減）とな

りました。主な要因は、現金及び預金の増加２億17百万円、売掛金の増加１億44百万円、有形固定資産

の減少82百万円、長期預金の減少３億円であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は42億５百万円（前連結会計年度末比86百万円増）となり

ました。主な要因は、買掛金の増加62百万円、賞与引当金の増加62百万円であります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は49億60百万円（前連結会計年度末比１億16百万円減）

となりました。主な減少の要因は、配当金の支払い55百万円及び四半期純損失の計上62百万円でありま

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は29億53百万円となり、前連結会計年度末

に比べ２億17百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおり

であります。 

営業活動により増加した資金は16百万円（前年同期は28百万円の減少）となりました。主な要因は、

減価償却費の計上、売上債権の増加、仕入債務の増加によるものであります。 

投資活動により増加した資金は２億75百万円（前年同期は２億49百万円の減少）となりました。主な

要因は、定期預金の払戻による収入であります。 

財務活動により減少した資金は74百万円（前年同期は74百万円の減少）となりました。主な要因は、

配当金の支払額及び長期借入金の返済による支出であります。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想に変更はございません。 

  

  

  

  

  

（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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該当事項はありません。  

  

  

 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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25年３月31日)

当第1四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,735,602 2,953,056

売掛金 1,299,402 1,443,993

商品及び製品 60,391 51,784

仕掛品 2,858 2,945

原材料及び貯蔵品 188,863 191,500

その他 91,889 98,744

貸倒引当金 △1,418 △1,571

流動資産合計 4,377,588 4,740,454

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,843,621 1,799,851

機械装置及び運搬具（純額） 760,208 729,519

工具、器具及び備品（純額） 53,964 49,654

土地 906,296 906,296

リース資産（純額） 20,034 17,937

建設仮勘定 5,874 4,504

有形固定資産合計 3,589,999 3,507,764

無形固定資産 117,066 110,846

投資その他の資産

投資その他の資産 1,159,580 855,275

貸倒引当金 △47,900 △48,584

投資その他の資産合計 1,111,680 806,690

固定資産合計 4,818,746 4,425,301

資産合計 9,196,335 9,165,755

負債の部

流動負債

買掛金 457,967 520,470

短期借入金 1,380,000 1,380,000

1年内返済予定の長期借入金 61,210 44,320

未払費用 728,086 718,561

未払法人税等 19,007 9,236

賞与引当金 73,097 135,356

その他 141,084 136,809

流動負債合計 2,860,452 2,944,754
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第1四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 250,000 250,000

退職給付引当金 333,072 337,301

資産除去債務 21,948 21,954

長期未払金 139,894 139,894

その他 13,575 11,225

固定負債合計 1,258,491 1,260,375

負債合計 4,118,944 4,205,129

純資産の部

株主資本

資本金 919,600 919,600

資本剰余金 672,801 672,801

利益剰余金 3,458,565 3,341,191

自己株式 △8,602 △8,758

株主資本合計 5,042,364 4,924,834

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,898 31,462

繰延ヘッジ損益 2,128 4,329

その他の包括利益累計額合計 35,026 35,791

純資産合計 5,077,390 4,960,626

負債純資産合計 9,196,335 9,165,755
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 2,475,464 2,396,789

売上原価 1,560,972 1,538,080

売上総利益 914,492 858,709

販売費及び一般管理費

給料及び手当 153,334 153,788

支払手数料 70,633 72,056

運搬費 284,511 277,151

販売促進費 86,306 94,159

その他 331,178 322,554

販売費及び一般管理費合計 925,964 919,710

営業損失（△） △11,472 △61,000

営業外収益

受取利息 1,405 975

受取配当金 5,707 5,450

廃油売却益 3,451 2,868

その他 4,316 3,486

営業外収益合計 14,881 12,781

営業外費用

支払利息 6,781 6,146

たな卸資産廃棄損 2,681 2,216

その他 25 739

営業外費用合計 9,488 9,102

経常損失（△） △6,079 △57,322

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,474

特別利益合計 － 1,474

特別損失

固定資産処分損 2,362 －

特別損失合計 2,362 －

税金等調整前四半期純損失（△） △8,441 △55,848

法人税等 5,072 6,454

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,514 △62,303

四半期純損失（△） △13,514 △62,303
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,514 △62,303

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,980 △1,436

繰延ヘッジ損益 △1,366 2,201

その他の包括利益合計 △24,346 765

四半期包括利益 △37,860 △61,537

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,860 △61,537

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △8,441 △55,848

減価償却費 107,547 107,996

賞与引当金の増減額（△は減少） 56,169 62,258

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,064 4,228

受取利息及び受取配当金 △7,112 △6,426

支払利息 6,781 6,146

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,474

固定資産処分損益（△は益） 2,362 －

売上債権の増減額（△は増加） △131,291 △144,590

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,760 5,882

仕入債務の増減額（△は減少） 26,215 62,503

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△1,438 △2,603

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,131 27,112

その他 △20,240 △22,802

小計 95,507 42,383

利息及び配当金の受取額 6,008 7,170

利息の支払額 △5,456 △5,202

工場再構築費用の支出額 △114,491 △13,080

法人税等の支払額 △10,516 △14,457

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,948 16,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 300,000

投資有価証券の取得による支出 △660 △662

投資有価証券の売却による収入 － 6,265

有形固定資産の取得による支出 △248,702 △30,106

その他 △255 △314

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,617 275,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △16,890 △16,890

リース債務の返済による支出 △2,385 △2,424

自己株式の取得による支出 △48 △156

配当金の支払額 △55,074 △55,070

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,398 △74,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △352,965 217,454

現金及び現金同等物の期首残高 1,839,280 2,735,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,486,315 2,953,056
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（４）四半期連結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）
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