
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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  15,775  △4.7  180  －  1,368  79.1  793  396.0

24年３月期第３四半期  16,546  2.1  △262  －  763  △36.3  159  △77.1

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 11,761百万円（ ％） 67.8   24年３月期第３四半期 7,007百万円 （ ％） 168.5

  
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  138.06  －

24年３月期第３四半期  27.77  －

  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 

25年３月期第３四半期  88,810  57,358  64.6  9,981.84

24年３月期  72,125  45,703  63.4  7,939.76

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 57,358百万円   24年３月期 45,703百万円 

  
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 － 13.00  13.00

25年３月期  － 0.00 －    

25年３月期（予想）      13.00  13.00

（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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  20,700  △3.9  50  －  1,150  91.7  650  318.2  113.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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）詳細は、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．２「（３）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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 5,995,000株 24年３月期 5,995,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 248,669株 24年３月期 238,669株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 5,748,221株 24年３月期３Ｑ 5,759,974株

 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。

１．通期の業績予想につきましては、平成24年11月２日に発表いたしました予想から修正は行っておりません。 

２．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)連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、復興関連需要などに伴い緩やかな持ち直しの動きが見

られたものの、円高の長期化や新興国経済の減速等の影響により、依然として先行きは不透明な状況にあります。 

このような経済状況の中、当社グループは『品質訴求』、『ムダ・むだ・無駄の排除』、『お客様目線』の３つ

の宣言に基づき国産米１００％へのこだわりと、お客様ニーズの追求により、競合他社との差別化を図ると共にコ

ストアップ要因の排除による生産性の向上に取組んでまいりました。 

また、シニア層や単身者向けに、上質で適量サイズのおせんべい・おかきシリーズとして９月より発売しており

ます「田舎のおかき」「新潟揚げ」「大袖振豆もち」は、大変ご好評をいただいております。 

なお、品川女子学園とのコラボ商品の第５弾として「ふわっと おにぎり本舗」を関東の期間限定で発売いたし

ました。  

更に、震災復興を支援する「明日へつなごうプロジェクト」の第２弾として、福島県南相馬市の小学生と商品開

発授業を実施してまいりました。その中で開発した商品を２月に発売いたします。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は157億75百万円（前年同四半期比4.7%減）となりました。 

 利益面におきましては、営業利益は１億80百万円（前年同四半期は２億62百万円の営業損失）、経常利益は、13

億68百万円（前年同四半期比79.1%増）、四半期純利益は７億93百万円（前年同四半期比396.0%増）となりました。

 なお、経常利益におきましては、当社が株式を保有するWant Want China Holdings Limited.からの株式配当金10

億56百万円を営業外収益の受取配当金に計上しております。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は888億10百万円となり、前連結会計年度末と比較して166億85百万円の増

加となりました。 

 流動資産は55億42百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億60百万円の増加となりました。これは主に、

売上債権が５億52百万円増加した一方でその他に含めております未収入金が２億36百万円減少したこと等によるも

のであります。固定資産は832億68百万円となり、前連結会計年度末と比較して164億24百万円の増加となりまし

た。これは主に、投資有価証券が時価評価により増加したこと等によるものであります。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、314億51百万円となり、前連結会計年度末と比較して50億30

百万円の増加となりました。 

 流動負債は、51億25百万円で前連結会計年度末と比較して６億54百万円の減少となりました。これは主に、短期

借入金が減少したこと等によるものであります。固定負債は263億26百万円となり前連結会計年度末と比較して56

億84百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴い繰延税金負債が増加したこと等によ

るものであります。 

 純資産は、573億58百万円となり、前連結会計年度末と比較して116億55百万円の増加となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月２日に公表いたしました業績予想から変更はございま

せん。   

  なお、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結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。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

       (減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

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 359,023 363,282

受取手形及び売掛金 3,600,662 4,153,236

有価証券 69,439 75,654

商品及び製品 76,114 76,742

仕掛品 82,544 68,090

原材料及び貯蔵品 516,274 496,123

その他 580,688 317,836

貸倒引当金 △3,040 △8,955

流動資産合計 5,281,706 5,542,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,439,441 4,239,691

その他（純額） 3,073,790 2,761,962

有形固定資産合計 7,513,231 7,001,653

無形固定資産 110,037 107,204

投資その他の資産   

投資有価証券 58,993,738 75,946,402

その他 252,218 232,996

貸倒引当金 △25,679 △19,888

投資その他の資産合計 59,220,278 76,159,510

固定資産合計 66,843,547 83,268,369

資産合計 72,125,254 88,810,381

負債の部   

流動負債   

買掛金 779,033 723,124

短期借入金 2,950,000 2,100,000

未払法人税等 23,702 405,908

賞与引当金 235,928 162,239

その他 1,791,458 1,734,071

流動負債合計 5,780,122 5,125,344

固定負債   

長期借入金 1,200,000 900,000

退職給付引当金 916,150 945,580

繰延税金負債 18,139,426 24,132,272

その他 385,680 348,246

固定負債合計 20,641,257 26,326,099

負債合計 26,421,379 31,451,443
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

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 1,634,750 1,634,750

資本剰余金 1,859,250 1,859,250

利益剰余金 6,532,496 7,251,235

自己株式 △425,735 △456,935

株主資本合計 9,600,760 10,288,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 36,103,113 47,070,637

その他の包括利益累計額合計 36,103,113 47,070,637

純資産合計 45,703,874 57,358,937

負債純資産合計 72,125,254 88,810,381
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 16,546,623 15,775,101

売上原価 10,518,031 9,997,644

売上総利益 6,028,592 5,777,457

販売費及び一般管理費 6,291,573 5,597,061

営業利益又は営業損失（△） △262,981 180,396

営業外収益   

受取利息 16,722 283

受取配当金 939,850 1,082,189

持分法による投資利益 8,157 4,499

その他 114,224 138,284

営業外収益合計 1,078,953 1,225,256

営業外費用   

支払利息 16,273 16,049

貸倒引当金繰入額 15,627 －

その他 20,132 21,525

営業外費用合計 52,033 37,575

経常利益 763,939 1,368,077

特別利益   

固定資産売却益 － 298

投資有価証券売却益 － 1,669

特別利益合計 － 1,968

特別損失   

固定資産除却損 6,338 10,600

投資有価証券評価損 26,852 23,120

災害による損失 － 28,033

その他 726 1,352

特別損失合計 33,917 63,106

税金等調整前四半期純利益 730,021 1,306,939

法人税、住民税及び事業税 206,321 495,654

法人税等調整額 366,886 17,712

法人税等合計 573,208 513,367

少数株主損益調整前四半期純利益 156,812 793,571

少数株主損失（△） △3,167 －

四半期純利益 159,980 793,571
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 156,812 793,571

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,851,716 10,967,524

為替換算調整勘定 △669 －

その他の包括利益合計 6,851,046 10,967,524

四半期包括利益 7,007,859 11,761,095

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,011,260 11,761,095

少数株主に係る四半期包括利益 △3,400 －
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 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
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