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１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日）

（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 ％

25年３月期第３四半期 4,375 － 146 － 169 － 91 －

24年３月期第３四半期 － － － － － － － －

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 101百万円( －％) 24年３月期第３四半期 －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

25年３月期第３四半期 11.20 －

24年３月期第３四半期 － －

(注）平成25年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第３四半期
の数値及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 5,549 4,054 73.1

24年３月期 － － －

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 4,054百万円 24年３月期 －百万円

(注）平成25年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期の数値は記
載しておりません。

２．配当の状況

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３月期 － 0.00 － 5.00 5.00
25年３月期 － 0.00 －

25年３月期(予想) 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 5,437 － 73 － 90 － 47 － 5.74

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

（注)連結業績予想につきましては、平成25年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期
増減率は記載しておりません。



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 9,493,193株 24年３月期 9,493,193株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,304,522株 24年３月期 1,304,522株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 8,188,671株 24年３月期３Ｑ 8,189,036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、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。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仮定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Ｐ．３「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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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、債務問題による欧州の景気後退や新興国経済の減

速など、世界経済の影響や大手電機メーカーの業績不振に加え、エコカー補助金の終了や日中摩擦の影

響で自動車産業の業績にも懸念が生じるなど、景気の減速感が強まりました。

食品業界では、春先の低温、秋口の猛烈な残暑などの天候不順により、販売に大きな悪影響を受けま

した。また、長引くデフレや景気後退による個人消費の低迷に対して、大手小売り、外食企業などがあ

らためて低価格戦略を強化したことなどにより、食品メーカーにとっては、厳しい状況が続きました。

こうしたなか、当社におきましては、さらに、抜本的な生産性と品質向上を図るべく、従来から注力

して来たカイゼン活動の継続、レベルアップなどに加えて、生産部門と商品開発部門などが連携してロ

ーコスト生産への取り組みを開始いたしました。

また、生産部門では、関東工場におきまして、製品倉庫の建て替えと本体建物の一部増改築工事を行

いました。これにより、さらに、衛生的な生産環境を整備し、生産性と品質の一層の向上を図り、本州

方面における生産体制を拡充し、競争力を強化してまいります。

営業部門では、従来から積極的に行って来た営業社員と商品開発スタッフの同行営業活動や各種展示

会への参加による提案型営業活動に加えて、営業企画部の陣容の強化を図り、スピーディーな新規取引

先の獲得と売上拡大を目指して「ラーメンスープ・タレ調味料総合カタログ」を製作し、お客様への提

供を開始するとともに、インターネット上に集客サイトを開設いたしました。また、当社の強みとする

業務用ラーメンスープ拡販のため、付随して販売する業務用ガラスープなどの開発・販売体制の充実を

図り、積極的な営業活動を展開いたしました。

米国子会社につきましては、現地社員を採用するなど、市場調査を積極化すると同時に、現地生産を

視野に入れて、開業準備に向けた調査活動などに注力してまいりました。

以上のような取り組みを進めるなか、当社におきましても、天候不順などの影響から売上高が伸び悩

む状況のもと、関東工場の製品倉庫建て替えにともなう外部倉庫の保管料などで経費が増加いたしまし

た。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,375百万円、営業利益は146百万円、経常利益は

169百万円、四半期純利益は91百万円となりました。

なお、当第３四半期連結累計期間は連結初年度にあたるため、前年同四半期との比較分析はおこなっ

ておりません。

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産合計は5,549百万円となりました。主な内訳は、現金

及び預金965百万円、受取手形及び売掛金1,194百万円、たな卸資産452百万円、有形固定資産2,371百

万円であります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は1,494百万円となりました。主な内訳は、支払手

形及び買掛金830百万円であります。

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）連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は4,054百万円となりました。主な内訳は、資本

金1,413百万円、資本剰余金1,376百万円、利益剰余金1,476百万円であります。なお、自己資本比率

は73.1％となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前会計年度との比較分析はおこなっ

ておりません。

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間までの業績動向等を踏まえ、平成24

年５月11日に発表しました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11月２日に発

表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（３）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。

（注）当社は、第１四半期連結会計期間より「WAKOU USA INC.」を連結子会社とし、連結決算による開示に変更して

おります。

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は僅少であります。

２．サマリー情報(注記事項)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）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）

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 965,058

受取手形及び売掛金 1,194,878

商品及び製品 209,056

仕掛品 4,740

原材料及び貯蔵品 238,981

その他 232,834

貸倒引当金 △370

流動資産合計 2,845,180

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 825,140

機械装置及び運搬具（純額） 241,276

土地 635,942

建設仮勘定 470,732

その他（純額） 198,745

有形固定資産合計 2,371,837

無形固定資産 25,734

投資その他の資産 263,281

固定資産合計 2,660,853

繰延資産 43,456

資産合計 5,549,490

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 830,818

未払法人税等 56,568

賞与引当金 59,000

その他 305,220

流動負債合計 1,251,608

固定負債

役員退職慰労引当金 108,569

その他 134,417

固定負債合計 242,987

負債合計 1,494,595
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,413,796

資本剰余金 1,376,644

利益剰余金 1,476,375

自己株式 △232,315

株主資本合計 4,034,500

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,632

為替換算調整勘定 8,761

その他の包括利益累計額合計 20,394

純資産合計 4,054,895

負債純資産合計 5,549,490
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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）

当第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)

売上高 4,375,063

売上原価 3,315,061

売上総利益 1,060,001

販売費及び一般管理費 913,239

営業利益 146,762

営業外収益

受取利息 182

受取配当金 2,910

受取賃貸料 3,501

受取保険金 4,263

為替差益 5,491

その他 9,589

営業外収益合計 25,938

営業外費用

支払利息 2,095

保険解約損 576

その他 133

営業外費用合計 2,805

経常利益 169,895

特別利益

固定資産売却益 155

特別利益合計 155

特別損失

固定資産除却損 316

特別損失合計 316

税金等調整前四半期純利益 169,734

法人税、住民税及び事業税 67,118

法人税等調整額 10,896

法人税等合計 78,014

少数株主損益調整前四半期純利益 91,719

四半期純利益 91,719
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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）

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 91,719

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,347

為替換算調整勘定 8,761

その他の包括利益合計 10,109

四半期包括利益 101,829

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 101,829

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。

当社グループは、食品製造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。

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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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４．補足情報 四半期財務諸表（個別）

第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末及び前第３四

半期累計期間の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,734,029

受取手形 127,228

売掛金 715,607

商品及び製品 217,459

仕掛品 5,077

原材料及び貯蔵品 207,576

前払費用 11,999

繰延税金資産 51,284

その他 5,643

貸倒引当金 △253

流動資産合計 3,075,653

固定資産

有形固定資産

建物 2,292,336

減価償却累計額 △1,485,167

建物（純額） 807,168

構築物 312,058

減価償却累計額 △258,973

構築物（純額） 53,085

機械及び装置 1,880,112

減価償却累計額 △1,629,821

機械及び装置（純額） 250,291

車両運搬具 37,520

減価償却累計額 △34,779

車両運搬具（純額） 2,740

工具、器具及び備品 287,072

減価償却累計額 △248,493

工具、器具及び備品（純額） 38,578

土地 635,942

リース資産 192,012

減価償却累計額 △49,006

リース資産（純額） 143,005

建設仮勘定 5,460

有形固定資産合計 1,936,272

無形固定資産

ソフトウエア 14,372

その他 1,121

無形固定資産合計 15,494
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 97,144

出資金 1,010

破産更生債権等 3,414

長期前払費用 24,154

繰延税金資産 169

役員に対する保険積立金 77,643

敷金及び保証金 46,652

会員権 2,787

その他 205

貸倒引当金 △3,414

投資その他の資産合計 249,767

固定資産合計 2,201,533

資産合計 5,277,187

負債の部

流動負債

支払手形 4,435

買掛金 589,348

リース債務 36,074

未払金 226,881

未払費用 9,407

未払法人税等 92,914

未払消費税等 26,926

預り金 12,793

賞与引当金 67,000

その他 167

流動負債合計 1,065,949

固定負債

リース債務 116,572

役員退職慰労引当金 98,596

その他 2,060

固定負債合計 217,229

負債合計 1,283,178
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,413,796

資本剰余金

資本準備金 1,376,542

その他資本剰余金 101

資本剰余金合計 1,376,644

利益剰余金

利益準備金 103,300

その他利益剰余金

別途積立金 259,000

繰越利益剰余金 1,063,298

利益剰余金合計 1,425,598

自己株式 △232,315

株主資本合計 3,983,724

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,284

評価・換算差額等合計 10,284

純資産合計 3,994,008

負債純資産合計 5,277,187
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 4,441,389

売上原価 3,310,204

売上総利益 1,131,185

販売費及び一般管理費 854,888

営業利益 276,296

営業外収益

受取利息 265

受取配当金 2,811

受取賃貸料 3,819

その他 3,612

営業外収益合計 10,509

営業外費用

支払利息 1,469

保険解約損 589

その他 85

営業外費用合計 2,144

経常利益 284,662

特別利益

固定資産売却益 14,733

特別利益合計 14,733

特別損失

固定資産除却損 186

投資有価証券評価損 637

ゴルフ会員権評価損 811

特別損失合計 1,634

税引前四半期純利益 297,760

法人税、住民税及び事業税 110,167

法人税等調整額 21,959

法人税等合計 132,127

四半期純利益 165,633
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