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（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 
（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 ％

26年 ３月期第１四半期 1,717 △0.9 △167 ― △165 ― △155 ―
25年 ３月期第１四半期 1,732 ― 59 ― 61 ― 33 ―

 

 
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 △16.26 ―
25年 ３月期第１四半期 3.46 ―

（注）平成 25 年３月期は、平成 24 年３月期が１月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い 14 か月の変則決算と

なっておりますので、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 
（２）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 9,332 7,293 78.1
25年 ３月期 9,744 7,537 77.4

（参考）自己資本    26年３月期第１四半期 7,293百万円       25年３月期 7,537百万円 

 
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 ― 10.00 10.00
26年 ３月期 ―  

26年 ３月期 
(予想) 

 0.00 ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年３月期の業績予想（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) 3,500 4.3 △310 ― △310 ― △300 ― △31.39

通  期 7,700 4.0 △450 ― △450 ― △440 ― △46.04

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

※ 注記事項 
 

（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 

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 

 

（３）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 9,610,000株 25年３月期 9,610,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 53,080株 25年３月期 52,880株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 9,556,987株 25年３月期１Ｑ 9,557,420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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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。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）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。 
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策や日銀による質的・量的な金融緩和の効果

等により円安や株高が進展した結果、輸出や個人消費を中心に緩やかな回復が見られましたが、海外経済への不安

や原材料価格の上昇など不安定要素もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

食品業界におきましては、依然としてデフレ長期化による低価格志向が続く中で、原材料高や同業他社との競争

激化など、依然厳しい経営環境が続いております。

このような状況の中、当社は主力製品である棒ラーメンの販売に注力し、皿うどんやちゃんぽん等の販売強化に

も努め、安定的な業績を実現すべく、全社をあげて収益の向上と原価の低減に努めました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は、1,717百万円（前年同四半期比0.9％減）となりました。

また、利益面につきましては、本年１月に完成した福岡工場及び本社社屋の減価償却費が増加したこと等により

営業損失は167百万円（前年同四半期は営業利益59百万円）、経常損失は165百万円（前年同四半期は経常利益61百

万円）、四半期純損失は155百万円（前年同四半期は四半期純利益33百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、411百万円減少しました。これは主に未収消

費税等が185百万円、受取手形及び売掛金が158百万円減少したこと等によるものであります。

また、負債は、前事業年度末に比べ、167百万円減少しました。これは主に未払金が122百万円減少したこと等に

よるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表しました業績予想に変更ありません。

（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。

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



３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 313,275 350,749

受取手形及び売掛金 1,958,541 1,799,624

１年内償還予定の関係会社社債 199,910 199,998

商品及び製品 119,902 218,746

仕掛品 40,137 42,096

原材料及び貯蔵品 69,000 81,384

その他 601,992 334,141

流動資産合計 3,302,760 3,026,740

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,420,967 2,379,818

機械及び装置（純額） 1,721,993 1,633,777

土地 1,255,079 1,255,079

建設仮勘定 － 9,530

その他（純額） 337,735 323,464

有形固定資産合計 5,735,775 5,601,669

無形固定資産 105,335 99,452

投資その他の資産

投資有価証券 526,461 535,726

その他 77,333 72,375

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 600,295 604,601

固定資産合計 6,441,405 6,305,723

資産合計 9,744,166 9,332,464



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(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 985,746 960,690

短期借入金 300,000 250,000

未払金 488,135 365,178

未払法人税等 4,265 4,107

賞与引当金 45,187 71,555

その他 41,591 49,000

流動負債合計 1,864,924 1,700,531

固定負債

繰延税金負債 118,752 124,558

退職給付引当金 95,711 98,284

役員退職慰労引当金 44,219 34,545

その他 83,305 81,223

固定負債合計 341,988 338,613

負債合計 2,206,913 2,039,144

純資産の部

株主資本

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 3,565,406 3,314,444

自己株式 △30,991 △31,071

株主資本合計 7,513,756 7,262,714

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,496 30,605

評価・換算差額等合計 23,496 30,605

純資産合計 7,537,252 7,293,319

負債純資産合計 9,744,166 9,332,464



（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 1,732,059 1,717,102

売上原価 981,254 1,100,238

売上総利益 750,804 616,864

販売費及び一般管理費 691,024 784,383

営業利益又は営業損失（△） 59,780 △167,519

営業外収益

受取利息 3,615 1,171

受取配当金 3,151 4,515

その他 2,101 3,973

営業外収益合計 8,868 9,660

営業外費用

支払利息 31 156

たな卸資産廃棄損 4,680 4,912

保険解約損 1,275 1,607

その他 832 506

営業外費用合計 6,819 7,182

経常利益又は経常損失（△） 61,829 △165,041

特別利益

交付金収入 － 16,742

特別利益合計 － 16,742

特別損失

固定資産除却損 14 562

投資有価証券評価損 9,251 －

特別損失合計 9,265 562

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 52,563 △148,862

法人税、住民税及び事業税 21,974 1,845

法人税等調整額 △2,514 4,683

法人税等合計 19,460 6,529

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,103 △155,391



該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は食品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

販売品目別販売実績

(単位：千円、単位未満切捨）

（３）四半期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）

（セグメント情報等）

４．補足情報

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
増減

（自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日）（自 平成25年４月１日

至 平成25年６月30日）
金額 構成比

（％） 金額 構成比
（％） 金額

増減率
（％）

棒ラーメン 424,287 24.5 439,076 25.6 14,789 3.5

皿うどん 508,598 29.3 491,661 28.6 △16,937 △3.3

カップめん 680,576 39.3 685,897 39.9 5,321 0.8

袋めん 117,187 6.8 99,359 5.8 △17,828 △15.2

その他 1,409 0.1 1,108 0.1 △300 △21.4

合計 1,732,059 100.0 1,717,102 100.0 △14,956 △0.9
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