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1. 平成23年３月期第2四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30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 ％

23年3月期第2四半期 18,328 △1.3 465 28.3 488 26.5 234 11.1

22年3月期第2四半期 18,560 △2.8 363 △27.7 385 △16.6 210 △43.1

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

23年3月期第2四半期 14 38 ―

22年3月期第2四半期 12 88 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第2四半期 18,553 9,578 51.6 589 99

22年3月期 18,639 9,441 50.7 577 29

(参考) 自己資本 23年３月期第2四半期 9,578百万円  22年３月期 9,441百万円

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

 22年3月期 ― 3 50 ― 3 50 7 00

 23年3月期 ― 4 00

 23年3月期(予想) ― 4 00 8 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23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 36,000 1.9 710 11.6 700 4.4 440 15.0 27 10



  

 

 
(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、金融商品取引法にもと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、金融商品取引法にもと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および

合理的であると判断する一定の前提にもとづいており、実際の業績等は様々な要因により予想数値と

大きく異なる可能性があります。 

業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）P.1「連結業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注)簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期 2Ｑ 17,170,964株 22年3月期 17,170,964株

② 期末自己株式数 23年3月期 2Ｑ 936,477株 22年3月期 815,256株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期 2Ｑ 16,270,720株 22年3月期 2Ｑ 16,356,630株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の緩やかな増加、企業収益の回復など、景気の
持ち直しが見られたものの、厳しい雇用情勢やアメリカ・欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念など、
景気の下押しリスクが高まっております。 
米飯加工食品業界におきましては、雇用不安にともなう個人消費の低迷やデフレ状況が続く中で、価格

競争が激しさを増すなど、引き続き厳しい経営環境となりました。 
こうした状況下、当社グループは、経費の節減をはじめとするコストダウンをはかるとともに、品質管

理を徹底し、消費者ニーズに沿った安全・安心な商品の開発を推し進め、既存取引先との取引深耕、新規
取引先開拓に注力いたしました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、183億２千８百万円(前年同期比1.3％減)となりまし

たが、利益面におきましては、営業利益は４億６千５百万円(前年同期比28.3％増)、経常利益は４億８千
８百万円(前年同期比26.5％増)、四半期純利益は２億３千４百万円(前年同期比11.1％増)と、それぞれ増
益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、投資その他の資産の減少を主因に
前連結会計年度末と比較して８千５百万円減少し、185億５千３百万円となりました。また、純資産は、
四半期純利益２億３千４百万円を計上する一方で、配当金の支払５千７百万円等により前連結会計年度末
と比較して１億３千６百万円増加し、95億７千８百万円となりました。 
当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー

は、７億８千４百万円の収入となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益４億７千３百万
円および減価償却費３億１千６百万円等によるものであります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、２億１千万円の収入となりました。これは、主として投資不動

産の売却１億９千６百万円の収入によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、５億８千３百万円の支出となりました。これは、主として借入

れの減少によるものであります。 
この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、22億４千２百万円となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月７日に発表しました決算短信の連結業績
予想から変更は行っておりません。 
  

1. 当四半期の連結業績等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

(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。 
  

① 固定資産の減価償却の算定方法 
固定資産の当連結会計年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算にもとづく年

間償却予定額を期間按分する方法によっております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限
定する方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度において使用した
将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 会計処理基準に関する事項の変更 
 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平
成20年３月31日)および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
21号 平成20年３月31日)を適用しております。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益に与える影響は軽微であります

が、税金等調整前四半期純利益は、15,170千円減少しております。 
② 表示方法の変更 
 (四半期連結貸借対照表関係) 

前第２四半期連結会計期間において投資その他の資産に区分掲記しておりました「投資不動産
(純額)」は、金額的重要性が低下したため、当第１四半期連結会計期間より投資その他の資産の
「その他」に含めて表示することといたしました。 
なお、当第２四半期連結会計期間の「その他」に含まれる「投資不動産(純額)」は485,904千円

であり、減価償却累計額は17,461千円であります。 
 (四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)にもとづき財務
諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用にともな
い、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示してお
ります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,272,387 1,830,915

売掛金 3,645,845 3,277,488

商品及び製品 22,682 23,560

原材料及び貯蔵品 183,652 174,609

その他 382,544 490,928

貸倒引当金 △5,850 △4,620

流動資産合計 6,501,263 5,792,881

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,156,154 3,287,256

土地 6,268,967 6,342,548

その他（純額） 1,139,409 1,149,102

有形固定資産合計 10,564,532 10,778,906

無形固定資産 62,923 72,032

投資その他の資産

その他 1,471,466 2,063,137

貸倒引当金 △46,233 △67,724

投資その他の資産合計 1,425,232 1,995,412

固定資産合計 12,052,688 12,846,351

資産合計 18,553,951 18,639,233

負債の部

流動負債

買掛金 2,655,317 2,282,406

短期借入金 2,557,364 2,728,813

未払金 1,371,318 1,537,324

未払法人税等 52,354 38,479

賞与引当金 231,000 196,000

その他 271,011 220,787

流動負債合計 7,138,365 7,003,811

固定負債

長期借入金 1,453,634 1,778,300

退職給付引当金 289,647 288,915

その他 94,152 126,210

固定負債合計 1,837,434 2,193,426

負債合計 8,975,799 9,197,238
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,693,422 4,693,422

資本剰余金 4,213,227 4,213,227

利益剰余金 833,002 656,196

自己株式 △172,706 △146,156

株主資本合計 9,566,945 9,416,689

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,206 25,305

評価・換算差額等合計 11,206 25,305

純資産合計 9,578,151 9,441,994

負債純資産合計 18,553,951 18,639,233
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 18,560,990 18,328,048

売上原価 14,621,255 14,408,108

売上総利益 3,939,735 3,919,939

販売費及び一般管理費 3,576,638 3,454,412

営業利益 363,097 465,526

営業外収益

受取利息 133 20

受取配当金 951 1,465

受取賃貸料 37,287 23,714

受取奨励金 － 14,700

その他 36,518 21,225

営業外収益合計 74,891 61,126

営業外費用

支払利息 39,252 28,909

不動産賃貸原価 9,563 7,316

その他 3,341 2,352

営業外費用合計 52,158 38,578

経常利益 385,830 488,074

特別利益

固定資産売却益 3,117 33,134

貸倒引当金戻入額 2,421 3,174

助成金収入 48,320 82,986

特別利益合計 53,858 119,295

特別損失

前期損益修正損 － 2,514

固定資産除却損 － 11,311

固定資産売却損 － 14,653

減損損失 － 72,065

保険解約損 － 18,852

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,025

役員退職慰労金 100,861 －

その他 5,870 －

特別損失合計 106,732 133,423

税金等調整前四半期純利益 332,956 473,947

法人税、住民税及び事業税 12,517 32,770

法人税等調整額 109,709 207,124

法人税等合計 122,226 239,895

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,051

四半期純利益 210,729 234,051
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 9,509,727 9,555,070

売上原価 7,516,401 7,530,111

売上総利益 1,993,325 2,024,959

販売費及び一般管理費 1,797,028 1,765,228

営業利益 196,296 259,730

営業外収益

受取利息 19 11

受取賃貸料 17,039 12,100

受取奨励金 － 7,650

その他 21,232 12,069

営業外収益合計 38,290 31,831

営業外費用

支払利息 19,473 14,029

不動産賃貸原価 4,765 2,987

その他 996 1,614

営業外費用合計 25,236 18,631

経常利益 209,351 272,930

特別利益

固定資産売却益 3,117 5

貸倒引当金戻入額 2,421 3,174

助成金収入 － 2,576

特別利益合計 5,538 5,757

特別損失

固定資産除却損 － 4,208

固定資産売却損 － 34

減損損失 － 72,065

その他 5,870 －

特別損失合計 5,870 76,308

税金等調整前四半期純利益 209,018 202,378

法人税、住民税及び事業税 7,333 11,177

法人税等調整額 66,920 111,259

法人税等合計 74,254 122,436

少数株主損益調整前四半期純利益 － 79,941

四半期純利益 134,764 79,941
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 332,956 473,947

減価償却費 346,437 316,556

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,741 △20,261

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,400 35,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,030 732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △432,939 －

受取利息及び受取配当金 △1,085 △1,486

支払利息 39,252 28,909

固定資産除却損 － 11,311

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,025

固定資産売却損益（△は益） △3,117 △18,480

減損損失 － 72,065

保険解約損益（△は益） － 18,852

売上債権の増減額（△は増加） △29,405 △368,356

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,897 △8,165

仕入債務の増減額（△は減少） 93,521 372,911

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,167 22,527

その他の資産の増減額（△は増加） 355,163 5,447

その他の負債の増減額（△は減少） 433,764 △174,988

小計 1,150,444 780,547

利息及び配当金の受取額 1,306 1,482

利息の支払額 △38,702 △27,757

法人税等の支払額 △117,230 △20,204

法人税等の還付額 － 50,008

営業活動によるキャッシュ・フロー 995,817 784,076

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 － △30,000

定期預金の払戻による収入 80,000 －

有形固定資産の取得による支出 △213,586 △175,959

有形固定資産の売却による収入 2,120 34

無形固定資産の取得による支出 △365 －

投資有価証券の取得による支出 △467 △763

投資不動産の売却による収入 125,000 196,044

長期貸付けによる支出 △900 －

貸付金の回収による収入 1,740 210

保険積立金の解約による収入 － 234,604

その他の支出 △7,970 △17,830

その他の収入 2,421 4,268

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,008 210,607
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 600,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △775,000 △850,000

長期借入れによる収入 700,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △987,773 △1,046,115

リース債務の返済による支出 △3,301 △3,301

自己株式の取得による支出 △113 △26,550

配当金の支払額 △57,249 △57,245

財務活動によるキャッシュ・フロー △523,437 △583,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 460,370 411,472

現金及び現金同等物の期首残高 1,355,521 1,830,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,815,892 2,242,387
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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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