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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 10,587 4.5 △41 ― △16 ― △9 ―
25年3月期第2四半期 10,130 7.0 △12 ― 10 ― △53 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △22百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △26百万円 （―％）

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2四半期 △1.72 ―
25年3月期第2四半期 △9.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 17,151 14,441 84.1
25年3月期 17,528 14,607 83.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  14,441百万円 25年3月期  14,607百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 25.00 25.00

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、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 24,911 1.7 519 △29.5 551 △29.6 321 △30.9 55.80



(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 
（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、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2Q 5,769,040 株 25年3月期 5,769,040 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 116 株 25年3月期 116 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,768,924 株 25年3月期2Q 5,768,924 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策や金融緩和等への期待感から、円安の進行や株価の

回復等により、景気回復の兆しが見られるものの、原材料価格の高騰等の懸念材料もあり、先行き不透明な状況で

推移いたしました。  

 外食産業におきましては、市場規模に拡大が見込めない厳しい状況が続いております。また、消費者の食の安

全・安心に対する関心が一層高まるとともに、低価格志向・節約志向が依然として続いております。 

 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、珍

味・和食を中心とした業務用食材の専門性を高め、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同時に、国内外の新規販路開拓に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は105億87百万円（前年同四半期比4.5％増）、営業損失41百万円

（前年同四半期は営業損失12百万円）、経常損失16百万円（前年同四半期は経常利益10百万円）、四半期純損失9

百万円（前年同四半期は四半期純損失53百万円）となりました。 

 なお、当社グループは、業務用加工食材事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。  

  

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、171億51百万円（前連結会計年度末は175億28百万円）と

なり、3億77百万円減少いたしました。商品及び製品の増加（7億91百万円から11億2百万円、3億11百万円増）が

あったものの、受取手形及び売掛金の減少（34億78百万円から30億9百万円、4億68百万円減）並びに現金及び預

金の減少（54億79百万円から52億51百万円、2億28百万円減）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、27億10百万円（前連結会計年度末は29億20百万円）とな

り、2億10百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金の増加（17億77百万円から18億96百万円、1億18百万円

増）があったものの、未払法人税等の減少（3億16百万円から11百万円、3億4百万円減）が主な要因でありま

す。 

（純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、144億41百万円（前連結会計年度末は146億7百万円）

となり、1億66百万円減少いたしました。配当金の支払額等により利益剰余金が1億54百万円減少したことが主な

要因であります。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前第２四半期連結累計

期間に比べ6億92百万円減少し55億51百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、28百万円（前第２四半期連結累計期間は

12億49百万円収入）となりました。これは主に売上債権の減少額4億68百万円並びに仕入債務の増加額1億18百万

円があったものの、たな卸資産の増加額3億18百万円並びに法人税等の支払額3億5百万円により、資金が減少し

たことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、54百万円（前第２四半期連結累計期間は

26百万円収入）となりました。これは主に有価証券の償還による収入9億円並びに投資有価証券の償還による収

入1億7百万円があったものの、有価証券の取得による支出7億7百万円、投資有価証券の取得による支出3億円並

びに有形固定資産の取得による支出55百万円により、資金が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、1億45百万円（前第２四半期連結累計期

間は1億44百万円支出）となりました。これは主に配当金の支払額1億45百万円により、資金が減少したことによ

るものであります。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表いたしました業績予想から変更

はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,479,242 5,251,231

受取手形及び売掛金 3,478,105 3,009,962

有価証券 1,692,032 1,799,738

商品及び製品 791,245 1,102,879

原材料及び貯蔵品 70,073 77,009

繰延税金資産 91,682 102,912

その他 123,819 100,136

貸倒引当金 △12,830 △7,800

流動資産合計 11,713,370 11,436,071

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 891,281 864,783

機械装置及び運搬具（純額） 119,448 110,079

土地 3,800,175 3,800,175

建設仮勘定 － 1,000

その他（純額） 23,798 61,109

有形固定資産合計 4,834,703 4,837,146

無形固定資産 54,450 76,597

投資その他の資産   

投資有価証券 653,121 534,186

繰延税金資産 60,439 61,663

その他 222,488 214,803

貸倒引当金 △10,245 △9,352

投資その他の資産合計 925,803 801,301

固定資産合計 5,814,958 5,715,046

資産合計 17,528,328 17,151,117
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,777,755 1,896,503

未払法人税等 316,249 11,416

賞与引当金 139,489 199,255

役員賞与引当金 6,015 1,495

その他 303,938 233,983

流動負債合計 2,543,447 2,342,653

固定負債   

退職給付引当金 221,489 232,623

役員退職慰労引当金 112,465 90,010

その他 43,406 44,806

固定負債合計 377,360 367,439

負債合計 2,920,807 2,710,093

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 9,958,351 9,804,203

自己株式 △132 △132

株主資本合計 14,597,397 14,443,249

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,123 △2,224

その他の包括利益累計額合計 10,123 △2,224

純資産合計 14,607,520 14,441,024

負債純資産合計 17,528,328 17,151,117
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,130,093 10,587,088

売上原価 8,408,544 8,797,539

売上総利益 1,721,548 1,789,549

販売費及び一般管理費 1,734,220 1,831,394

営業損失（△） △12,672 △41,845

営業外収益   

受取利息 11,013 7,031

受取配当金 1,917 1,935

受取賃貸料 3,412 2,598

貸倒引当金戻入額 － 5,923

その他 7,754 8,103

営業外収益合計 24,097 25,592

営業外費用   

有価証券売却損 50 －

賃貸収入原価 761 143

営業外費用合計 812 143

経常利益又は経常損失（△） 10,612 △16,396

特別利益   

固定資産売却益 13,512 165

特別利益合計 13,512 165

特別損失   

固定資産売却損 14,901 63

固定資産除却損 42 2,345

投資有価証券評価損 49,817 －

特別損失合計 64,761 2,408

税金等調整前四半期純損失（△） △40,636 △18,639

法人税、住民税及び事業税 27,857 4,648

法人税等調整額 △15,180 △13,363

法人税等合計 12,676 △8,714

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,313 △9,924

四半期純損失（△） △53,313 △9,924
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,313 △9,924

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,860 △12,348

その他の包括利益合計 26,860 △12,348

四半期包括利益 △26,453 △22,273

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △26,453 △22,273

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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△） △40,636 △18,639

減価償却費 78,708 74,597

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,609 59,766

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,205 △4,520

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,910 11,133

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,957 △22,455

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,559 △5,923

受取利息及び受取配当金 △12,930 △8,967

有価証券売却損益（△は益） 50 －

固定資産売却損益（△は益） 1,389 △102

固定資産除却損 42 2,345

投資有価証券評価損益（△は益） 49,817 －

売上債権の増減額（△は増加） 73,323 468,142

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,826 △318,570

仕入債務の増減額（△は減少） 1,458,813 118,747

その他の資産の増減額（△は増加） 53,218 20,504

その他の負債の増減額（△は減少） △72,018 △107,948

小計 1,380,782 268,111

利息及び配当金の受取額 13,816 9,129

法人税等の支払額 △144,817 △305,872

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249,780 △28,630

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △700,217 △707,706

有価証券の償還による収入 1,301,000 900,000

有形固定資産の取得による支出 △27,216 △55,977

有形固定資産の売却による収入 53,318 547

無形固定資産の取得による支出 △1,020 △10,175

投資有価証券の取得による支出 △600,000 △300,000

投資有価証券の償還による収入 － 107,496

長期貸付金の回収による収入 941 11,445

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,805 △54,370

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △144,484 △145,008

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,484 △145,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,132,100 △228,010

現金及び現金同等物の期首残高 5,111,998 5,779,242

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,244,099 5,551,231
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

    

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

 当社グループは、業務用加工食材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。 

   

   

（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）

（セグメント情報等）
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