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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 2,585 2.0 193 △11.7 200 △12.1 100 △5.6
25年3月期第1四半期 2,534 △4.6 219 △15.3 228 △13.5 106 △8.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 125百万円 （△8.0％） 25年3月期第1四半期 136百万円 （△10.1％）

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1四半期 11.02 ―
25年3月期第1四半期 11.67 ―

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

26年3月期第1四半期 8,338 3,970 42.2 385.81
25年3月期 7,298 3,904 47.6 380.87
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,519百万円 25年3月期  3,474百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,900 3.1 290 △6.2 300 △5.3 150 △3.3 16.44
通期 8,500 5.0 490 △5.8 500 △3.5 290 6.7 31.79



(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

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） 26年3月期1Q 10,000,000 株 25年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 877,873 株 25年3月期 877,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,122,203 株 25年3月期1Q 9,122,474 株



   

   

○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）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 ……………………………………………………………………………  5

第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………………………………………  5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  6

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  6

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  6

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  6



（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策への期待感もあり回復基調にあるものの、

雇用情勢や個人所得が好転するには至らず、消費者の先行き不安感から節約志向が依然として高く、経営環境は非常

に厳しいものとなりました。 

  このような環境下、当社グループは企業体質強化に努め、合理化、効率化を強力に推進し、当社グループの販売網

や製品特性を活かした販路拡大の促進など、業績の向上に努力いたしますとともに、業務提携先である日東富士製粉

株式会社とのシナジー効果の創出に注力いたしました。一方で、外国産小麦の政府売渡価格が平成２５年４月から平

均９.７％引き上げられたことに伴い、業務用小麦粉の販売価格を改定いたしました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は２５億８千５百万円（前年同期比５千１百万円増、２.０％増）

となりました。営業利益は１億９千３百万円（前年同期比２千５百万円減、１１.７％減）、経常利益は２億円（前

年同期比２千７百万円減、１２.１％減）、四半期純利益は１億円（前年同期比５百万円減、５.６％減）、四半期包

括利益は１億２千５百万円（前年同期比１千万円減、８.０％減）となりました。      

  セグメントの業績は次のとおりであります。 

①製粉 

 当社グループの主要事業である製粉事業におきましては、拡販に努めた結果、販売数量・金額ともに前年を上回

り、売上高は１４億４百万円（前年同期比７千万円増、５.３％増）、営業利益は１億６百万円（前年同期比８百万

円増、８.４％増）となりました。 

②食品 

 食品事業におきましては、春からの低温多雨の影響をうけ、売上高は１１億８千１百万円（前年同期比１千８百万

円減、１.６％減）、営業利益は８千１百万円（前年同期比３千７百万円減、３１.７％減）となりました。  

 当社グループの売上高は、上半期と下半期とでその構成内容に季節要因による著しい相違があります。これは、当

社グループの食品事業において、主要製品である乾麺の需要期が夏場であり、４月～８月に売上が集中する傾向にあ

るためであります。 

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間末における総資産残高は前連結会計年度末に比べ１０億４千万円増加し、８３億３千８

百万円となりました。 

 流動資産残高は前連結会計年度末に比べ１０億８千９百万円増加し、４９億７百万円となりました。この主な要因

は、受取手形及び売掛金が７億７千７百万円、商品及び製品が３億９千１百万円増加したことによるものでありま

す。 

 固定資産残高は前連結会計年度末に比べ４千８百万円減少し、３４億３千１百万円となりました。この主な要因

は、有形固定資産が４千１百万円減少したことによるものであります。 

 負債の残高は、前連結会計年度末に比べ９億７千４百万円増加し、４３億６千７百万円となりました。この主な要

因は、短期借入金が１１億８千万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が１億２千６百万円減少したことによるも

のであります。 

 純資産の残高は、利益剰余金が４千５百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ６千６百万円増加

し、３９億７千万円となりました。 

（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月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成２５年６月１２日に公表いた

しました業績予想を変更しておりません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 680,736 678,713

受取手形及び売掛金 1,009,276 1,786,400

商品及び製品 1,124,604 1,516,216

原材料及び貯蔵品 876,799 816,197

繰延税金資産 56,507 37,035

その他 70,674 73,060

貸倒引当金 △505 △525

流動資産合計 3,818,092 4,907,097

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,387,764 1,370,380

機械装置及び運搬具（純額） 961,056 936,625

土地 494,931 494,931

リース資産（純額） 4,787 4,460

建設仮勘定 8,880 3,384

その他（純額） 30,523 37,160

有形固定資産合計 2,887,942 2,846,942

無形固定資産   

その他 8,605 7,905

無形固定資産合計 8,605 7,905

投資その他の資産   

投資有価証券 399,648 399,829

長期貸付金 95 －

繰延税金資産 5,005 4,396

その他 188,461 182,292

貸倒引当金 △9,514 △9,514

投資その他の資産合計 583,696 577,003

固定資産合計 3,480,244 3,431,851

資産合計 7,298,337 8,338,948



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 611,561 485,431

短期借入金 2,130,004 3,310,004

リース債務 1,370 1,370

未払法人税等 109,015 53,681

その他 318,063 316,175

流動負債合計 3,170,015 4,166,663

固定負債   

長期借入金 36,648 16,647

リース債務 3,655 3,312

繰延税金負債 31,497 32,020

退職給付引当金 62,296 64,675

その他 89,295 84,675

固定負債合計 223,393 201,331

負債合計 3,393,409 4,367,995

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,638 67,638

利益剰余金 2,994,308 3,040,061

自己株式 △202,606 △202,631

株主資本合計 3,359,340 3,405,068

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115,082 114,339

その他の包括利益累計額合計 115,082 114,339

少数株主持分 430,504 451,545

純資産合計 3,904,927 3,970,953

負債純資産合計 7,298,337 8,338,948



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,534,173 2,585,684

売上原価 2,006,992 2,075,894

売上総利益 527,180 509,790

販売費及び一般管理費 307,694 315,997

営業利益 219,485 193,792

営業外収益   

受取利息 27 3

受取配当金 5,416 6,538

受取賃貸料 176 150

貸倒引当金戻入額 2,926 －

その他 4,618 3,879

営業外収益合計 13,166 10,571

営業外費用   

支払利息 4,052 3,456

その他 14 17

営業外費用合計 4,066 3,474

経常利益 228,585 200,890

特別損失   

固定資産除却損 9 1,003

固定資産処分損 2,198 －

特別損失合計 2,208 1,003

税金等調整前四半期純利益 226,377 199,886

法人税等 83,399 73,832

少数株主損益調整前四半期純利益 142,977 126,054

少数株主利益 36,498 25,568

四半期純利益 106,479 100,485

少数株主利益 36,498 25,568

少数株主損益調整前四半期純利益 142,977 126,054

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,273 △271

その他の包括利益合計 △6,273 △271

四半期包括利益 136,704 125,783

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 100,614 99,743

少数株主に係る四半期包括利益 36,090 26,040



  該当事項はありません。   

  該当事項はありません。   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額2,732千円はセグメント間取引消去であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整しております。   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額6,440千円はセグメント間取引消去であります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整しております。   

（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）

  （単位：千円）

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結損益及
び包括利益計算書
計上額（注）２ 製粉 食品 計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,333,955  1,200,218  2,534,173  －  2,534,173

セグメント間の内部売上高又は振替高  47,987  3,453  51,441  △51,441  －

計  1,381,942  1,203,672  2,585,615  △51,441  2,534,173

セグメント利益    98,055  118,697  216,752  2,732  219,485

  （単位：千円）

  
報告セグメント 調整額 

（注）１ 

四半期連結損益及
び包括利益計算書
計上額（注）２ 製粉 食品 計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,404,193  1,181,490  2,585,684  －  2,585,684

セグメント間の内部売上高又は振替高  34,440  3,212  37,653  △37,653  －

計  1,438,634  1,184,703  2,623,337  △37,653  2,585,684

セグメント利益    106,278  81,074  187,352  6,440  193,792
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