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1.  平成25年4月期第2四半期の業績（平成24年5月1日～平成24年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年4月期第2四半期 23,586 △2.1 616 △40.2 645 △39.0 365 △37.6

24年4月期第2四半期 24,084 5.6 1,029 15.0 1,057 15.6 586 25.6

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

25年4月期第2四半期 27.56 ―

24年4月期第2四半期 44.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第2四半期 28,429 22,483 79.1
24年4月期 29,004 22,560 77.8

（参考） 自己資本   25年4月期第2四半期  22,483百万円 24年4月期  22,560百万円

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  

  平成24年4月期の期末配当32円には、創業40周年記念配当10円を含んでおります。 

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

24年4月期 ― 18.00 ― 32.00 50.00

25年4月期 ― 18.00

25年4月期（予想） ― 22.00 40.00

3. 平成25年 4月期の業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30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 48,920 △0.5 1,851 △27.5 1,892 △26.9 934 △35.1 70.32



(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 

（注）詳細は、添付資料P.4「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

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） 25年4月期2Q 13,394,374 株 24年4月期 13,394,374 株

② 期末自己株式数 25年4月期2Q 113,465 株 24年4月期 113,419 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期2Q 13,280,941 株 24年4月期2Q 13,281,042 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おります。 

※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。 



   

   

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開催

後、当社ホームページに掲載する予定です。 

・平成24年12月10日（月）・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  3

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  4

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………………  4

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  4

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  7

第２四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9



（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成24年５月１日～10月31日）における日本経済は、震災復興需要等により一部に明

るい兆しもありましたが、ＥＵの金融財政問題やそれに伴う新興国の景気減速等の懸念、円高の継続等、景気は先

行き不透明な状況が続きました。 

また雇用・所得環境も大きな改善は見られず、依然として個人消費の節約志向は継続する中で、そうざい業界

ではコンビニエンスストアにおける一層のそうざい販売強化や百貨店の増床や改装に伴う新規参入等によるそうざ

い店舗の増加等、競争は一段と激化しております。 

 このような状況の中、当社は「Ｔｈｅ Ｍｉｒａｉ Ｓａｌａｄ Ｃｏｍｐａｎｙ」を目指し、売上の核となる

定番商品のブラッシュアップや新しい商品群の品揃えの強化に取り組みました。サラダに加え、より鮮度を重視し

たスープやフライの展開や冷凍適性の高い商品の新規投入にも着手する等、今日のおそうざい、明日以降のおそう

ざい、手土産としてのおそうざい等、お客様のライフスタイルに応じた商品展開を目指しました。しかし、競争の

激化と個人消費の節約志向が続いたことや利益確保のためのコスト削減とりわけ廃棄率低減の取り組みが閉店間際

の機会ロスを招き、客数の減少傾向が顕著となり計画した売上高の確保を行うことができませんでした。その結

果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高23,586百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は616百万円

（前年同期比40.2％減）、経常利益は645百万円（前年同期比39.0％減）、四半期純利益は365百万円（前年同期比

37.6％減）となりました。 

  

 ブランド別の売上は以下のとおりであります。 

  

 主なブランド別の概況は次のとおりであります。 

 「ＲＦ１」ブランドにおきましては、ブランドの柱であるサラダの強化をすべく、『フレッシュ野菜のポテトサ

ラダ』を始めとした定番商品について、過去からの変遷や自社他社の強みを改めて分析することで商品改良を行い

ました。また、明日以降にご利用いただける商品展開にも積極的に取り組み、冷凍のスープやココット料理等、ま

とめ買いやギフトにお使いいただけるよう展開商品を拡大しましたが、客数、客単価の改善につなげることはでき

ず、売上高は16,985百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

  

 「神戸コロッケ」ブランドにおきましては、「コロッケ万歳！」をテーマに主力のコロッケ商品を強化する取り

組みを行いました。新たな看板商品として『神戸ポテトコロッケ』をお求めやすい価格で導入した他、季節感のあ

る期間限定コロッケを提案する等、今まで以上に手軽にご利用いただけるブランドを目指して参りました。その結

果、売上高は1,738百万円（前年同期比8.7％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

業態 

平成24年４月期 

第２四半期 

平成25年４月期 

第２四半期 対前期比 

売上 構成比 売上 構成比 

    百万円 ％ 百万円 ％ ％

  サラダ  10,481  43.5  10,119  42.9  96.6

ＲＦ１ フライ  3,301  13.7  3,847  16.3  116.5

  その他そうざい  3,835  15.9  3,018  12.8  78.7

  小計  17,618  73.1  16,985  72.0  96.4

神戸コロッケ    1,903  7.9  1,738  7.4  91.3

いとはん  1,578  6.6  1,728  7.4  109.5

融合  327  1.4  313  1.3  95.8

ベジテリア    1,026  4.3  1,065  4.5  103.8

グリーン・グルメ    1,548  6.4  1,679  7.1  108.5

その他    81  0.3  75  0.3  91.9

合計  24,084  100.0  23,586  100.0  97.9



 「いとはん」ブランドにおきましては、『無花果と燻製チキンの和さらだ』を始めとして、当社の強みである素

材力と季節感をアピールした商品が全体の売上を牽引しました。また、和さらだとともに楽しんでいただく『きす

と海老しんじょうのふっくら揚げ』等のフライ商品や、季節の野菜を使った和のポタージュ等、寒くなる時期に向

けたホットメニューの展開を開始いたしました。その結果、売上高は1,728百万円（前年同期比9.5％増）となりま

した。 

  

 「ベジテリア」ブランドにおきましては、原点回帰と題し、野菜ジュースのさらなる販売強化に取り組みまし

た。定番商品である『緑の健康バランス３０品目』に加え、ケールやニンジンベースの商品等、より多くのお客様

にご利用いただけるような販売促進の取り組みを行い、固定客の獲得に貢献しました。また、冷製スープや温冷兼

用スープを継続して展開し、売上の底上げを図りました。その結果、売上高は1,065百万円（前年同期比3.8％増）

となりました。 

 なお、当社はそうざい事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。  

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比べて574百万円減少し、28,429百万円となりました。

これは、主に現金及び預金の減少648百万円、売掛金の減少284百万円、有形固定資産の増加128百万円、無形固定

資産の増加137百万円、投資その他の資産の増加132百万円等によるものであります。 

 一方、負債合計は、前事業年度末と比べて498百万円減少し、5,945百万円となりました。これは、主に未払法人

税等の減少453百万円によるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末と比べて76百万円減少し、22,483百万円となりました。これは、主に四半期純利益

365百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少424百万円等によるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は79.1％、1株当たり純資産額は1,692円95銭となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報 

当第２四半期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、前事業年度末に比べて868百

万円減少し、7,437百万円となりました。 

 当第２四半期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。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、952百万円（前年同期比327百万円の減少）となりました。これは、主に税引前

四半期純利益640百万円、減価償却費837百万円、法人税等の支払額697百万円等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,070百万円（前年同期比383百万円の増加）となりました。これは、主に有形

固定資産の取得による支出466百万円等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） 

 財務活動の結果使用した資金は、750百万円（前年同期比117百万円の増加）となりました。これは、主に長期借

入金の約定返済123百万円、配当金の支払額423百万円等によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 最近の業績動向等を踏まえ、平成24年６月11日に公表いたしました平成25年４月期通期業績予想を修正してお

ります。 

 詳細につきましては、平成24年12月４日に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

   



（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 

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年５月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ8百万円増加しております。  

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：百万円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,606 7,957

売掛金 3,991 3,707

製品 58 60

仕掛品 64 100

原材料及び貯蔵品 256 196

その他 517 500

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 13,495 12,521

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,369 7,340

土地 2,948 2,948

その他（純額） 2,451 2,609

有形固定資産合計 12,769 12,898

無形固定資産 462 599

投資その他の資産   

その他 2,287 2,420

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 2,277 2,410

固定資産合計 15,509 15,908

資産合計 29,004 28,429

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,140 1,172

1年内返済予定の長期借入金 243 239

未払法人税等 741 288

賞与引当金 500 507

その他 2,867 2,884

流動負債合計 5,493 5,092

固定負債   

長期借入金 222 102

その他 727 750

固定負債合計 950 852

負債合計 6,444 5,945



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,544 5,544

資本剰余金 5,861 5,861

利益剰余金 11,343 11,284

自己株式 △209 △209

株主資本合計 22,539 22,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20 3

評価・換算差額等合計 20 3

純資産合計 22,560 22,483

負債純資産合計 29,004 28,429



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 24,084 23,586

売上原価 10,229 9,985

売上総利益 13,855 13,600

販売費及び一般管理費 12,825 12,984

営業利益 1,029 616

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 3 3

保険配当金 16 16

その他 16 11

営業外収益合計 38 32

営業外費用   

支払利息 4 2

障害者雇用納付金 4 －

その他 1 0

営業外費用合計 10 3

経常利益 1,057 645

特別損失   

固定資産除却損 16 －

減損損失 － 5

特別損失合計 16 5

税引前四半期純利益 1,041 640

法人税等 454 274

四半期純利益 586 365



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,041 640

減価償却費 803 837

賞与引当金の増減額（△は減少） 23 7

受取利息及び受取配当金 △5 △4

支払利息 4 2

減損損失 － 5

売上債権の増減額（△は増加） △79 284

たな卸資産の増減額（△は増加） 51 23

仕入債務の増減額（△は減少） 18 31

その他 △89 △179

小計 1,769 1,647

利息及び配当金の受取額 5 4

利息の支払額 △4 △2

法人税等の支払額 △490 △697

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,279 952

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △120 △220

定期預金の払戻による収入 100 100

有形固定資産の取得による支出 △458 △466

有形固定資産の売却による収入 1 －

無形固定資産の取得による支出 △56 △168

長期前払費用の取得による支出 △145 △93

差入保証金の差入による支出 △37 △30

差入保証金の回収による収入 42 8

関係会社出資金の払込による支出 － △200

その他 △13 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △687 △1,070

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △184 △123

リース債務の返済による支出 △156 △203

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △292 △423

財務活動によるキャッシュ・フロー △633 △750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41 △868

現金及び現金同等物の期首残高 7,445 8,306

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,404 7,437



該当事項はありません。   

該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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