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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 15,826 1.8 786 12.4 838 13.2 553 62.6
25年3月期第1四半期 15,550 9.2 699 △36.7 740 △36.5 340 △47.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 673百万円 （143.0％） 25年3月期第1四半期 277百万円 （△53.5％）

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 15.16 ―

25年3月期第1四半期 8.93 ―

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 53,119 26,014 48.8
25年3月期 56,072 25,625 45.6

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  25,927百万円 25年3月期  25,547百万円

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

25年3月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 7.75 ― 7.75 15.50

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、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 69,600 1.6 3,700 3.5 3,800 3.7 2,250 2.3 61.69



(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  ：  有  
（注）詳細は、（添付資料）２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 38,277,406 株 25年3月期 38,277,406 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,805,212 株 25年3月期 1,802,843 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 36,473,358 株 25年3月期1Q 38,058,764 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、日銀による金融緩和、政府による経済政策への期待感か

ら、株価上昇や円安基調など景気回復の兆しが見られたものの、急激な円安による原材料価格の高騰や新興国の経

済成長の鈍化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く市場環境も、店頭での価格競争や新商品の開発競争が激化するなか、不安定な雇用環境

や消費税率の引き上げに対する懸念などから、消費者の生活防衛意識や節約志向には根強いものがあり、個人消費

は依然として、厳しい状況が続いております。 

 このような経営環境の下、当社グループにおきましては、「企業戦略の充実」と「新価値提案力の更なるアッ

プ」を経営課題とした企業活動を行ってまいりました。 

 「企業戦略の充実」につきましては、既存カテゴリーのシェアアップを目標として基幹商品を中心に各種施策に

取り組んでまいりました。お茶づけ商品においては、５月17日を「お茶漬けの日」として日本記念日協会に登録・

制定したことに合わせて、「う米!!茶づけセットプレゼントキャンペーン」やサンプリングイベントなどの販促企

画を実施してまいりました。また、ふりかけ商品においては、大人の方により満足していただけるメニューを取り

揃えた「おとなのふりかけミニ 特別編」を期間限定で販売し、需要の拡大に努めてまいりました。 

 「新価値提案力の更なるアップ」につきましては、麺商品において、「そうらーめん」に続く新感覚の乾麺の第

２弾として発売した「そばらーめん」を積極的に拡販いたしました。さらに、家族で楽しくフライパン１つで野菜

をたくさん食べられるという新しいコンセプトの「蒸し鍋ラーメン」を本年３月に発売し、そのコンセプトが幅広

くご支持をいただき、売上は好調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高158億26百万円（前年同期比1.8%増）、営業利益７億

86百万円（同12.4%増）、経常利益８億38百万円（同13.2%増）、四半期純利益５億53百万円（同62.6%増）となり

ました。 

 なお、当社グループは食料品事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より29億53百万円減少し、531億19百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。また負債は、前連結会計

年度末より33億42百万円減少し、271億５百万円となりました。これは主に、短期借入金が減少したことによるも

のです。また、純資産は主に、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことにより260億14百万円と

なりました。この結果、純資産から少数株主持分を控除した自己資本は259億27百万円となり、自己資本比率は前

連結会計年度末に比べ3.2ポイント上昇の48.8%となりました。 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、売上高・利益とも概ね当初計画の範囲内で推移していること

から、平成25年５月15日発表の通期業績予想に変更はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算）   

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。 

     

（３）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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 8,094 6,821

受取手形及び売掛金 10,886 8,712

商品及び製品 2,919 3,015

仕掛品 482 465

原材料及び貯蔵品 3,813 4,027

その他 1,144 1,182

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 27,337 24,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,586 14,657

減価償却累計額 △9,250 △9,346

建物及び構築物（純額） 5,336 5,311

機械装置及び運搬具 12,778 13,059

減価償却累計額 △9,785 △9,947

機械装置及び運搬具（純額） 2,992 3,111

土地 11,197 11,197

リース資産 2,146 2,154

減価償却累計額 △1,062 △1,066

リース資産（純額） 1,083 1,087

建設仮勘定 55 2

その他 1,756 1,773

減価償却累計額 △1,427 △1,437

その他（純額） 329 335

有形固定資産合計 20,994 21,046

無形固定資産   

のれん 15 7

その他 140 131

無形固定資産合計 156 139

投資その他の資産   

投資有価証券 6,174 6,332

その他 1,508 1,478

貸倒引当金 △98 △96

投資その他の資産合計 7,584 7,713

固定資産合計 28,735 28,900

資産合計 56,072 53,119



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,104 6,941

1年内償還予定の社債 7,000 7,000

短期借入金 3,894 1,392

未払法人税等 249 328

賞与引当金 520 316

その他 6,188 5,783

流動負債合計 24,957 21,762

固定負債   

長期借入金 2,387 2,214

退職給付引当金 680 699

資産除去債務 52 52

その他 2,369 2,375

固定負債合計 5,490 5,342

負債合計 30,447 27,105

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,502 3,502

資本剰余金 6,509 6,509

利益剰余金 19,825 20,095

自己株式 △1,590 △1,592

株主資本合計 28,246 28,515

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 604 715

土地再評価差額金 △3,303 △3,303

その他の包括利益累計額合計 △2,699 △2,587

少数株主持分 77 87

純資産合計 25,625 26,014

負債純資産合計 56,072 53,119



（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：百万円）

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 15,550 15,826

売上原価 8,567 8,742

売上総利益 6,983 7,083

販売費及び一般管理費   

販売促進費 2,738 2,717

賞与引当金繰入額 96 96

その他 3,448 3,482

販売費及び一般管理費合計 6,283 6,297

営業利益 699 786

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 52 55

不動産賃貸料 30 30

その他 16 27

営業外収益合計 99 114

営業外費用   

支払利息 32 31

その他 25 31

営業外費用合計 57 62

経常利益 740 838

特別損失   

投資有価証券評価損 209 －

特別損失合計 209 －

税金等調整前四半期純利益 531 838

法人税等 191 279

少数株主損益調整前四半期純利益 339 558

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 5

四半期純利益 340 553



（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：百万円）

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利益 339 558

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △61 114

その他の包括利益合計 △61 114

四半期包括利益 277 673

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 278 664

少数株主に係る四半期包括利益 △0 9



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 531 838

減価償却費 373 401

のれん償却額 7 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △202 △203

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47 18

受取利息及び受取配当金 △53 △55

支払利息 32 31

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 209 －

その他の営業外損益（△は益） 3 △5

その他の償却額 6 9

有形固定資産除売却損益（△は益） 5 2

売上債権の増減額（△は増加） 3,989 2,173

たな卸資産の増減額（△は増加） △603 △292

仕入債務の増減額（△は減少） △49 △163

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △633 △442

未払消費税等の増減額（△は減少） △10 △29

その他の資産・負債の増減額 △16 43

小計 3,639 2,334

利息及び配当金の受取額 55 57

利息の支払額 △28 △25

法人税等の支払額 △1,242 △231

法人税等の還付額 0 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,424 2,137



（単位：百万円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6 －

定期預金の払戻による収入 － 24

有形及び無形固定資産の取得による支出 △266 △385

有形固定資産の売却による収入 3 0

有価証券の償還による収入 100 －

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 4 0

差入保証金の差入による支出 △2 △0

差入保証金の回収による収入 2 2

その他 3 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △164 △365

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,200 △2,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △91 △107

長期借入金の返済による支出 △188 △174

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △2

配当金の支払額 △248 △236

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,729 △3,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △469 △1,249

現金及び現金同等物の期首残高 7,176 8,070

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,707 6,821



 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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