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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 3,951 △7.1 106 95.3 104 119.1 125 262.8
23年3月期第3四半期 4,252 △38.7 54 △21.9 47 17.9 34 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 139百万円 （824.3％） 23年3月期第3四半期 15百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 6.46 ―
23年3月期第3四半期 1.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 4,037 718 17.8
23年3月期 3,513 578 16.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  718百万円 23年3月期  578百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 5,124 △2.2 28 ― 21 ― 60 ― 3.09



(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P.3「2.サマリー情報（その他）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の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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成24年３月21日をもって、当社の親会社であるエア・ウォーター株式会社との株式交換により同社の完全子会社となり、当社株式は最終売買日を平
成24年３月14日として上場廃止となる予定です。よって、「2.配当の状況」において、期末配当予想額の公表はいたしません。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 19,420,000 株 23年3月期 19,420,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 37,738 株 23年3月期 36,938 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 19,382,822 株 23年3月期3Q 19,383,464 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機等の金融不安や円高の影響が大き

く、東日本大震災の影響から持ち直しつつあるものの引き続き厳しい状況が続いています。 

当業界におきましても、原油、穀物価格の上昇により原材料・資材コストに影響を受け、依然として

厳しい状況で推移しました。 

このような経営環境の中、当社グループは白河工場の生産効率の向上、ポークソーセージ、本麗シリ

ーズを中心とした主要アイテムの拡販、新規チャネルの開拓に努めてまいりました。しかしながら歳暮

ギフトは前年並みにとどまり、加えて当四半期も継続の食肉販売取引見直しもあり、売上高は前年同四

半期を下回りました。 

利益では、原材料の価格の高止まりによる製造コストの上昇もありましたが、生産の平準化、物流費

などのコストダウンにより、前年を上回り、改善いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は3,951,012千円（前年同四半期比7.1％減）、

営業利益は106,976千円（前年同四半期比95.3％増）、経常利益は104,798千円（前年同四半期比

119.1％増）、税金等調整前四半期純利益は77,354千円（前年同四半期比88.6％増）となりました。ま

た、圧縮積立金に係る繰延税金負債の取崩しにより法人税等調整額（貸方）が発生した結果、四半期純

利益は125,175千円（前年同四半期比262.8％増）となりました。 

なお、当社グループは、食品事業から構成される単一の事業を営んでおり、単一セグメントでありま

す。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月10日の公表の連結業績予想から変更は

ございません。 

  

なお、当社は、平成24年３月21日をもって、当社の親会社であるエア・ウォーター株式会社との株式

交換により同社の完全子会社となり、当社株式は最終売買日を平成24年３月14日として上場廃止となる

予定です。よって、期末配当予想額の公表はいたしません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 432,022 589,871

受取手形及び売掛金 349,996 868,026

有価証券 603 604

商品及び製品 64,626 93,201

仕掛品 22,626 12,883

原材料及び貯蔵品 146,886 168,920

その他 56,379 54,303

貸倒引当金 △829 △1,755

流動資産合計 1,072,312 1,786,056

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 815,664 769,692

土地 754,480 640,030

その他（純額） 420,898 382,062

有形固定資産合計 1,991,044 1,791,785

無形固定資産 31,222 25,227

投資その他の資産   

その他 443,763 450,348

貸倒引当金 △24,741 △15,590

投資その他の資産合計 419,022 434,757

固定資産合計 2,441,288 2,251,770

資産合計 3,513,600 4,037,827

負債の部   

流動負債   

買掛金 309,579 505,746

短期借入金 1,259,412 1,415,416

未払法人税等 9,970 6,757

賞与引当金 59,781 29,652

災害損失引当金 70,780 －

その他 175,926 334,525

流動負債合計 1,885,449 2,292,098

固定負債   

長期借入金 259,968 329,405

退職給付引当金 705,934 681,114

その他 83,827 17,166

固定負債合計 1,049,729 1,027,685

負債合計 2,935,179 3,319,783
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,534,775 1,534,775

資本剰余金 828,939 828,939

利益剰余金 △1,727,748 △1,602,572

自己株式 △11,363 △11,393

株主資本合計 624,602 749,748

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △46,181 △31,704

その他の包括利益累計額合計 △46,181 △31,704

純資産合計 578,421 718,043

負債純資産合計 3,513,600 4,037,827
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,252,734 3,951,012

売上原価 2,897,252 2,644,371

売上総利益 1,355,482 1,306,641

販売費及び一般管理費 1,300,693 1,199,664

営業利益 54,788 106,976

営業外収益   

受取利息 241 137

受取配当金 7,522 7,353

業務受託料 21,992 21,992

その他 4,295 2,443

営業外収益合計 34,051 31,926

営業外費用   

支払利息 13,711 12,279

業務受託費用 21,992 19,947

その他 5,296 1,876

営業外費用合計 41,000 34,103

経常利益 47,838 104,798

特別利益   

固定資産売却益 8,703 1,038

その他の引当金戻入額 2,926 －

特別利益合計 11,629 1,038

特別損失   

固定資産処分損 2,386 7,887

投資有価証券評価損 9,797 486

減損損失 3,775 －

株式交換関連費用 － 20,107

その他 2,494 －

特別損失合計 18,454 28,481

税金等調整前四半期純利益 41,014 77,354

法人税等 6,515 △47,821

少数株主損益調整前四半期純利益 34,498 125,175

四半期純利益 34,498 125,175
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 34,498 125,175

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,390 14,476

その他の包括利益合計 △19,390 14,476

四半期包括利益 15,108 139,652

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 15,108 139,652

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。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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