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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 4,766 0.3 246 △20.1 254 △19.6 122 △20.7
25年3月期第2四半期 4,752 △5.8 309 △17.3 316 △17.1 155 △6.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 171百万円 （△9.9％） 25年3月期第2四半期 190百万円 （△12.9％）

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 13.48 ―
25年3月期第2四半期 17.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 7,563 4,016 47.0 389.88
25年3月期 7,298 3,904 47.6 380.87
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,556百万円 25年3月期  3,474百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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 8,500 5.0 490 △5.8 500 △3.5 290 6.7 31.79



(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
四半期財務諸表の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。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

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 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 878,767 株 25年3月期 877,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 9,122,043 株 25年3月期2Q 9,122,474 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、政府による景気対策への期待感もあり回復基調にあるものの、

雇用情勢や個人所得が好転するには至らず、消費者の先行き不安感から節約志向が依然として高く、経営環境は非常

に厳しいものとなりました。 

 このような環境下、当社グループは企業体質強化に努め、合理化、効率化を強力に推進し、当社グループの販売網

や製品特性を活かした販路拡大の促進など、業績の向上に努力いたしますとともに、業務提携先である日東富士製粉

株式会社とのシナジー効果の創出に注力いたしました。一方で、外国産小麦の政府売渡価格が平成２５年４月から平

均９.７％引き上げられたことに伴い、業務用小麦粉の販売価格を改定いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は４７億６千６百万円（前年同期比１千３百万円増、０.３％増）

となりました。営業利益は２億４千６百万円（前年同期比６千２百万円減、２０.１％減）、経常利益は２億５千４

百万円（前年同期比６千１百万円減、１９.６％減）、四半期純利益は１億２千２百万円（前年同期比３千２百万円

減、２０.７％減）、四半期包括利益は１億７千１百万円（前年同期比１千８百万円減、９.９％減）となりました。

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①製粉 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、売上高は２６億９千３百万円（前年同期比７千４百万円

増、２.８％増）と前年を上回りましたが、製造コストの増加等により営業利益は１億３千１百万円（前年同期比３

千３百万円減、２０.０％減）となりました。 

②食品 

 食品事業におきましては、売上高は２０億７千３百万円（前年同期比６千万円減、２.８％減）、営業利益は１億

５百万円（前年同期比３千１百万円減、２３.０％減）となりました。 

 当社グループの売上高は、上半期と下半期とでその構成内容に季節要因による著しい相違があります。これは、当

社グループの食品事業において、主要製品である乾麺の需要期が夏場であり、４月～８月に売上が集中する傾向にあ

るためであります。 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間末における総資産残高は前連結会計年度末に比べ２億６千５百万円増加し、７５億６千

３百万円となりました。 

 流動資産残高は前連結会計年度末に比べ３億２百万円増加し、４１億２千万円となりました。この主な要因は、原

材料及び貯蔵品が４億７千万円増加した一方で、商品及び製品が１億６千１百万円減少したことによるものでありま

す。 

 固定資産残高は前連結会計年度末に比べ３千７百万円減少し、３４億４千２百万円となりました。この主な要因

は、有形固定資産が５千万円減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１億５千３百万円増加し、３５億４千７百万円となりました。この主な要

因は、短期借入金が２億９千１百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が６千５百万円、長期借入金が３千６百

万円減少したことによるものであります。 

 純資産の残高は、利益剰余金が６千８百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億１千１百万円増

加し、４０億１千６百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前年同四半期連結累

計期間末に比べ４千３百万円増加し、７億２千万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果使用した資金は、１千万円（前年同期は１億２千７百万円の使用）となりました。これは主とし

て、税金等調整前四半期純利益が２億４千９百万円、減価償却費が１億６千５百万円となった一方で、たな卸資産が

３億８百万円増加し、仕入債務が６千５百万円減少したことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、１億４千４百万円（前年同期は１億８千万円の使用）となりました。これは主と

して、有形固定資産の取得による支出１億３千９百万円によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果獲得した資金は、１億９千４百万円（前年同期は４千５百万円の獲得）となりました。これは主と

して短期借入金の増加２億９千５百万円、配当金の支払５千４百万円、長期借入金の減少４千万円によるものであり

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２５年５月１３日に公表いたしました平成２６年３月期（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）の連

結業績予想につきまして変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



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 680,736 720,356

受取手形及び売掛金 1,009,276 1,006,809

商品及び製品 1,124,604 962,755

原材料及び貯蔵品 876,799 1,346,894

繰延税金資産 56,507 40,105

その他 70,674 44,986

貸倒引当金 △505 △980

流動資産合計 3,818,092 4,120,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,387,764 1,361,781

機械装置及び運搬具（純額） 961,056 916,735

土地 494,931 494,931

リース資産（純額） 4,787 4,134

建設仮勘定 8,880 19,303

その他（純額） 30,523 40,652

有形固定資産合計 2,887,942 2,837,538

無形固定資産   

その他 8,605 7,315

無形固定資産合計 8,605 7,315

投資その他の資産   

投資有価証券 399,648 422,976

長期貸付金 95 －

繰延税金資産 5,005 5,608

その他 188,461 178,998

貸倒引当金 △9,514 △9,514

投資その他の資産合計 583,696 598,068

固定資産合計 3,480,244 3,442,922

資産合計 7,298,337 7,563,850



（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 611,561 545,581

短期借入金 2,130,004 2,421,650

リース債務 1,370 1,370

未払法人税等 109,015 77,103

その他 318,063 307,432

流動負債合計 3,170,015 3,353,137

固定負債   

長期借入金 36,648 －

リース債務 3,655 2,970

退職給付引当金 62,296 66,391

繰延税金負債 31,497 39,780

その他 89,295 84,910

固定負債合計 223,393 194,053

負債合計 3,393,409 3,547,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,994,308 3,062,536

自己株式 △202,606 △202,861

株主資本合計 3,359,340 3,427,313

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115,082 128,908

その他の包括利益累計額合計 115,082 128,908

少数株主持分 430,504 460,437

純資産合計 3,904,927 4,016,659

負債純資産合計 7,298,337 7,563,850



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 4,752,723 4,766,275

売上原価 3,818,261 3,899,829

売上総利益 934,462 866,446

販売費及び一般管理費 625,342 619,562

営業利益 309,120 246,884

営業外収益   

受取利息 50 42

受取配当金 5,516 6,760

貸倒引当金戻入額 3,112 －

その他 7,185 8,171

営業外収益合計 15,864 14,973

営業外費用   

支払利息 8,057 6,910

その他 15 7

営業外費用合計 8,072 6,918

経常利益 316,912 254,939

特別利益   

固定資産売却益 10 －

特別利益合計 10 －

特別損失   

固定資産除却損 455 5,867

固定資産処分損 2,198 －

特別損失合計 2,654 5,867

税金等調整前四半期純利益 314,268 249,071

法人税等 118,325 91,471

少数株主損益調整前四半期純利益 195,943 157,599

少数株主利益 40,871 34,638

四半期純利益 155,071 122,961

少数株主利益 40,871 34,638

少数株主損益調整前四半期純利益 195,943 157,599

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,344 14,120

その他の包括利益合計 △5,344 14,120

四半期包括利益 190,598 171,720

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 150,604 136,787

少数株主に係る四半期包括利益 39,994 34,932



（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利益 314,268 249,071

減価償却費 168,564 165,854

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,112 474

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,904 4,095

受取利息及び受取配当金 △5,567 △6,802

支払利息 8,057 6,910

有形固定資産除却損 455 5,867

有形固定資産処分損益（△は益） 2,188 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,947 △9,224

売上債権の増減額（△は増加） △242,376 2,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △175,045 △308,246

仕入債務の増減額（△は減少） △135,297 △65,980

その他 38,542 52,600

小計 △23,469 97,087

利息及び配当金の受取額 5,567 6,802

利息の支払額 △8,493 △7,404

法人税等の支払額 △101,179 △107,104

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,575 △10,618

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △180,031 △139,099

有形固定資産の除却による支出 － △3,870

無形固定資産の取得による支出 △400 －

投資有価証券の取得による支出 △1,287 △1,405

貸付金の回収による収入 808 125

その他 215 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,695 △144,249

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） 160,000 295,000

長期借入金の返済による支出 △56,502 △40,002

リース債務の返済による支出 △685 △685

自己株式の取得による支出 － △255

配当金の支払額 △54,733 △54,569

少数株主への配当金の支払額 △2,500 △5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,579 194,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262,692 39,619

現金及び現金同等物の期首残高 939,678 680,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 676,986 720,356



 該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。 

   

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額7,657千円はセグメント間取引消去であります。 
２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整しております。 

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額9,834千円はセグメント間取引消去であります。 
２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整しております。 

（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）

  （単位：千円）

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結損益及
び包括利益計算書
計上額（注）２ 製粉 食品 計 

売上高  

外部顧客への売上高  2,618,912  2,133,810  4,752,723  －  4,752,723

セグメント間の内部売上高又は振替高  74,922  8,668  83,591  △83,591  －

計  2,693,835  2,142,479  4,836,314  △83,591  4,752,723

セグメント利益  164,758  136,704  301,462  7,657  309,120

  （単位：千円）

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結損益及
び包括利益計算書
計上額（注）２ 製粉 食品 計 

売上高  

外部顧客への売上高  2,693,030  2,073,244  4,766,275  －  4,766,275

セグメント間の内部売上高又は振替高  56,733  7,690  64,424  △64,424  －

計  2,749,764  2,080,935  4,830,700  △64,424  4,766,275

セグメント利益  131,752  105,297  237,049  9,834  246,884
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