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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 20,033 4.0 738 34.4 776 31.2 402 22.4

24年３月期第２四半期 19,268 5.1 549 18.1 591 21.2 328 40.4

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 398百万円(23.4％) 24年３月期第２四半期 322百万円(46.7％)

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２四半期 26 12 ―

24年３月期第２四半期 21 16 ―

（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２四半期 18,187 10,082 55.4

24年３月期 17,753 9,813 55.3

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 10,082百万円 24年３月期 9,813百万円

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

24年３月期 ― 4 50 ― 4 50 9 00

25年３月期 ― 4 50

25年３月期(予想) ― 5 00 9 50

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 38,500 0.8 950 12.1 1,000 8.6 470 10.8 30 53
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(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事

項」(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧下さい。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・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およ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２ページ「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。 

  

※ 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

（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２Ｑ 15,970,964株 24年３月期 15,970,964株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 641,539株 24年３月期 440,012株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 15,396,961株 24年３月期２Ｑ 15,532,570株

※ 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
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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、東日本大震災後の復興需要に伴い緩やかな回復傾向

にありましたが、世界経済の減速等を背景に、先行き不透明な状況が続いております。 

米飯加工食品業界におきましては、個人消費に回復が見られないなか、コメを中心とした原材料価格の

高騰に加え、エネルギーコストの増加、競争の激化など、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、お客さまのニーズに添い、シノブフーズにしかできない付加価値の

高い商品開発に努めた結果、コンビニエンスストアやスーパーマーケットを中心に、主力の弁当、おにぎ

りに加え調理パンが順調に売上を伸ばしました。 

生産面では、米価の高騰による材料費増加を、ロスの削減、生産効率の改善など、徹底したコストダウ

ンで吸収し、安全・安心な製品をお届けするために品質・衛生管理の充実に取り組みました。また、環境

負荷軽減のため、商品のラップレス化に取り組みました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は200億３千３百万円(前年同期比4.0％増)となり、営業

利益は７億３千８百万円(前年同期比34.4％増)、経常利益は７億７千６百万円(前年同期比31.2％増)、四

半期純利益は４億２百万円(前年同期比22.4％増)と増収増益となりました。 

  

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、現金及び預金と売掛金の増加を主

因に前連結会計年度末と比較して４億３千３百万円増加し、181億８千７百万円となりました。また、純

資産は、四半期純利益４億２百万円を計上する一方、配当金の支払６千９百万円、自己株式の取得５千９

百万円等により前連結会計年度末と比較して２億６千９百万円増加し、100億８千２百万円となりまし

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、13億５千万円の収入(前年同期比４億７千１百万円収入増)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６億７千３百万円および減価償却費３億４千６百万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、３億８千４百万円の支出(前年同期比９千２百万円支出増)とな

りました。これは、主として有形固定資産の取得３億４千７百万円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、３億６千６百万円の支出(前年同期比８百万円支出減)となりま

した。これは、主として借入れによる収入９億円および借入金の返済による支出11億３千７百万円による

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、24億７千６百万円(前年同期比１億

７千４百万円増)となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月18日に発表しました業績予想の修正に関

するお知らせから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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社グループは、法人税法の改正にともない、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は、改正後の法人税法にもとづく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

  

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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,877,552 2,476,730

売掛金 3,674,946 3,801,446

商品及び製品 23,664 23,664

原材料及び貯蔵品 203,830 197,783

その他 421,039 272,570

貸倒引当金 △10,712 △2,660

流動資産合計 6,190,320 6,769,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,872,450 2,729,381

土地 6,430,964 6,384,498

その他（純額） 1,266,535 1,328,448

有形固定資産合計 10,569,950 10,442,328

無形固定資産 52,224 55,168

投資その他の資産   

その他 975,891 952,194

貸倒引当金 △34,757 △31,950

投資その他の資産合計 941,134 920,243

固定資産合計 11,563,309 11,417,740

資産合計 17,753,629 18,187,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,573,365 2,807,318

短期借入金 1,754,454 1,100,735

未払金 1,606,047 1,573,552

未払法人税等 56,168 177,322

賞与引当金 247,000 271,780

その他 298,370 355,217

流動負債合計 6,535,405 6,285,926

固定負債   

長期借入金 1,044,018 1,460,360

退職給付引当金 288,934 292,012

その他 72,260 66,882

固定負債合計 1,405,213 1,819,256

負債合計 7,940,619 8,105,182
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,693,422 4,693,422

資本剰余金 3,958,242 3,958,242

利益剰余金 1,240,466 1,572,796

自己株式 △93,563 △152,997

株主資本合計 9,798,567 10,071,464

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,443 10,628

その他の包括利益累計額合計 14,443 10,628

純資産合計 9,813,010 10,082,092

負債純資産合計 17,753,629 18,187,275
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 19,268,388 20,033,340

売上原価 15,145,059 15,687,168

売上総利益 4,123,329 4,346,172

販売費及び一般管理費 3,573,568 3,607,371

営業利益 549,760 738,801

営業外収益   

受取利息 25 9

受取配当金 1,447 1,223

受取賃貸料 23,715 23,871

その他 45,173 33,535

営業外収益合計 70,362 58,640

営業外費用   

支払利息 20,770 14,271

不動産賃貸原価 5,486 5,442

その他 2,305 1,513

営業外費用合計 28,561 21,228

経常利益 591,560 776,213

特別利益   

固定資産売却益 － 1,424

特別利益合計 － 1,424

特別損失   

固定資産除却損 6,795 17,793

減損損失 － 86,466

特別損失合計 6,795 104,259

税金等調整前四半期純利益 584,764 673,377

法人税、住民税及び事業税 17,140 151,036

法人税等調整額 238,980 120,121

法人税等合計 256,121 271,157

少数株主損益調整前四半期純利益 328,643 402,219

四半期純利益 328,643 402,219
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 328,643 402,219

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,894 △3,814

その他の包括利益合計 △5,894 △3,814

四半期包括利益 322,748 398,405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 322,748 398,405

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 584,764 673,377

減価償却費 310,607 346,536

減損損失 － 86,466

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,608 △10,859

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,018 24,780

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,116 3,077

受取利息及び受取配当金 △1,473 △1,233

支払利息 20,770 14,271

固定資産売却損益（△は益） － △1,424

固定資産除却損 6,795 17,793

売上債権の増減額（△は増加） △346,679 △126,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,127 6,046

仕入債務の増減額（△は減少） 358,433 233,953

未払消費税等の増減額（△は減少） △65,030 21,637

その他の資産の増減額（△は増加） △19,323 △20,144

その他の負債の増減額（△は減少） 106,395 107,985

小計 985,658 1,375,764

利息及び配当金の受取額 1,506 1,233

利息の支払額 △19,805 △13,497

法人税等の支払額 △89,854 △29,625

法人税等の還付額 1,510 16,703

営業活動によるキャッシュ・フロー 879,015 1,350,578

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △314,770 △347,088

有形固定資産の売却による収入 － 7,495

無形固定資産の取得による支出 △560 △7,300

投資有価証券の取得による支出 △498 △546

貸付金の回収による収入 230 －

その他の支出 △9,465 △41,264

その他の収入 2,706 4,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △292,358 △384,700
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 610,000 －

短期借入金の返済による支出 △550,000 △570,000

長期借入れによる収入 700,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,061,379 △567,376

リース債務の返済による支出 △3,301 －

自己株式の取得による支出 △238 △59,433

配当金の支払額 △69,898 △69,889

財務活動によるキャッシュ・フロー △374,818 △366,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,838 599,177

現金及び現金同等物の期首残高 2,090,158 1,877,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301,996 2,476,730
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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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