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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 20,382 2.2 675 △11.1 714 △10.2 439 △2.9
25年3月期第3四半期 19,931 5.5 760 73.1 795 57.2 452 45.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 430百万円 （△11.1％） 25年3月期第3四半期 484百万円 （46.8％）

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3四半期 76.18 ―
25年3月期第3四半期 78.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 21,200 14,893 70.2
25年3月期 17,528 14,607 83.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 14,893百万円 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
②①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3Q 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3Q 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3Q 5,768,924 株 25年3月期3Q 5,768,924 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策効果の発現や輸出環境の改善を背景として景気は緩

やかに回復しつつあり、企業収益は幅広く改善の動きがみられたものの、円安進行による原材料価格の高騰等の問

題もあり、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、和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、市場拡大の期待が高まる一方で、食品表

示の偽装等が大きな問題となり、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３四半期連結累計期間の売上高は203億82百万円（前年同四半期比2.2％増）、営業利益6億75百

万円（前年同四半期比11.1％減）、経常利益7億14百万円（前年同四半期比10.2％減）、四半期純利益4億39百万円

（前年同四半期比2.9％減）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 

（資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、212億円（前連結会計年度末は175億28百万円）となり、

36億72百万円増加いたしました。現金及び預金の減少（54億79百万円から47億83百万円、6億96百万円減）があ

ったものの、受取手形及び売掛金の増加（34億78百万円から76億61百万円、41億83百万円増）並びに商品及び製

品の増加（7億91百万円から11億81百万円、3億90百万円増）が主な要因であります。 

（負債の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、63億6百万円（前連結会計年度末は29億20百万円）とな

り、33億86百万円増加いたしました。未払法人税等の減少（3億16百万円から2億42百万円、73百万円減）があっ

たものの、支払手形及び買掛金の増加（17億77百万円から46億70百万円、28億93百万円増）並びに短期借入金5

億円の発生が主な要因であります。 

（純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、148億93百万円（前連結会計年度末は146億7百万円）

となり、2億86百万円増加いたしました。利益剰余金の増加（99億58百万円から102億53百万円、2億95百万円

増）が主な要因であります。 

   

（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,479,242 4,783,147

受取手形及び売掛金 3,478,105 7,661,481

有価証券 1,692,032 1,699,793

商品及び製品 791,245 1,181,669

原材料及び貯蔵品 70,073 66,963

繰延税金資産 91,682 57,303

その他 123,819 64,365

貸倒引当金 △12,830 △5,330

流動資産合計 11,713,370 15,509,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 891,281 844,891

機械装置及び運搬具（純額） 119,448 107,993

土地 3,800,175 3,800,175

その他（純額） 23,798 55,703

有形固定資産合計 4,834,703 4,808,764

無形固定資産 54,450 72,539

投資その他の資産   

投資有価証券 653,121 538,261

繰延税金資産 60,439 61,266

その他 222,488 219,578

貸倒引当金 △10,245 △9,200

投資その他の資産合計 925,803 809,905

固定資産合計 5,814,958 5,691,208

資産合計 17,528,328 21,200,603
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,777,755 4,670,955

短期借入金 － 500,000

未払法人税等 316,249 242,976

賞与引当金 139,489 71,832

役員賞与引当金 6,015 2,990

その他 303,938 438,488

流動負債合計 2,543,447 5,927,242

固定負債   

退職給付引当金 221,489 238,916

役員退職慰労引当金 112,465 93,293

その他 43,406 47,406

固定負債合計 377,360 379,615

負債合計 2,920,807 6,306,857

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 10,253,625

自己株式 △132 △132

株主資本合計 14,597,397 14,892,671

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 1,074

その他の包括利益累計額合計 10,123 1,074

純資産合計 14,607,520 14,893,745

負債純資産合計 17,528,328 21,200,603
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 19,931,878 20,382,200

売上原価 16,436,113 16,820,803

売上総利益 3,495,764 3,561,396

販売費及び一般管理費 2,735,157 2,885,719

営業利益 760,607 675,676

営業外収益   

受取利息 17,131 11,252

受取配当金 3,535 3,574

受取賃貸料 4,711 3,897

貸倒引当金戻入額 － 8,453

その他 10,636 11,707

営業外収益合計 36,014 38,885

営業外費用   

支払利息 35 32

有価証券売却損 50 －

賃貸収入原価 830 215

営業外費用合計 916 248

経常利益 795,704 714,313

特別利益   

固定資産売却益 13,512 541

特別利益合計 13,512 541

特別損失   

固定資産売却損 14,937 101

固定資産除却損 42 2,345

投資有価証券評価損 44,188 －

特別損失合計 59,168 2,446

税金等調整前四半期純利益 750,048 712,408

法人税、住民税及び事業税 282,004 241,043

法人税等調整額 15,057 31,866

法人税等合計 297,062 272,910

少数株主損益調整前四半期純利益 452,985 439,497

四半期純利益 452,985 439,497
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 452,985 439,497

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 31,443 △9,049

その他の包括利益合計 31,443 △9,049

四半期包括利益 484,429 430,448

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 484,429 430,448

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日 至 平成25年12月31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。 

   

（３）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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