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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 6,894 2.9 517 18.0 530 21.9 259 32.0
23年3月期第3四半期 6,703 △7.5 438 △0.7 434 0.6 196 1.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 298百万円 （35.7％） 23年3月期第3四半期 219百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 28.41 ―
23年3月期第3四半期 21.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 6,661 3,639 48.0
23年3月期 7,583 3,398 39.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,199百万円 23年3月期  2,995百万円

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

23年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 8,700 2.8 500 8.0 480 5.1 250 5.5 27.40



(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予想につきましては、現時点において合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在し 
ているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。また、業績の予想の前提となる仮定等については、（添付資料）2ページ「連結業績予想に 
関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期3Q 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 877,526 株 23年3月期 877,276 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,122,699 株 23年3月期3Q 9,123,216 株
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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経済は、東日本大震災の影響による生産活動の大幅な落ち込みから持

ち直し傾向にはあるものの、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、先行き不透明な情勢が続いております。 

 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２３年４月

に平均１８％、１０月に平均２％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３四半期の売上高は６８億９千４百万円（前年同期比１億９千１百万円増、２.９％増）となり

ました。営業利益は５億１千７百万円（前年同期比７千９百万円増、１８.０％増）、経常利益は５億３千万円

（前年同期比９千５百万円増、２１.９％増）、四半期純利益は２億５千９百万円（前年同期比６千２百万円増、

３２.０％増）、四半期包括利益は２億９千８百万円（前年同期比７千８百万円増、３５.７％増）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。 

 なお、当社グループは、従来、製粉・食品・畜産の３つを報告セグメントとしておりましたが、平成２３年４月

１日より、報告セグメントを製粉・食品の２つに変更し、報告セグメントに含まれない「その他」の区分に含まれ

る事業を製粉セグメントに統合しております。 

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、数量ベースで前年を上回りまし

た。その結果、売上高は４３億７千３百万円（前年同期比２億２千５百万円増、５.４％増）、営業利益は３億８

千７百万円（※前年同期比９千２百万円減、１９.３％減）となりました。 

 ※当社グループは、従来、製粉・食品・畜産の３つを報告セグメントとしておりましたが、平成２３年４月１日

より、報告セグメントを製粉・食品の２つに変更し、報告セグメントに含まれない「その他」の区分に含まれる事

業を製粉セグメントに統合しております。また、それと同時に全社費用の配賦方法を見直しております。これによ

り、従来調整額に含まれていた全社費用の金額である１億５千８百万円が製粉セグメントの営業費用に含まれるこ

ととなり、製粉の営業利益が同額減少しております。 

②食品 

 食品事業におきましては、早い梅雨明けとその後の猛暑の影響で手延素麺の販売が伸びたことにより、売上高は

２５億２千１百万円（前年同期比１億８千９百万円増、８.１％増）、営業利益は１億３千４百万円（前年同期比

７２万円減、０.５％減）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産残高は前連結会計年度末に比べ９億２千２百万円減少し、６６億６千１百万円と

なりました。 

 流動資産残高は前連結会計年度末に比べ７億４千９百万円減少し、３２億７千８百万円となりました。この主な

要因は、現金及び預金が９千３百万円、受取手形及び売掛金が１億２千６百万円、原材料及び貯蔵品が１億２千６

百万円増加した一方で、商品及び製品が４億３千７百万円減少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１億７千２百万円減少し、３３億８千２百万円となりました。この主な

要因は、有形固定資産が１億３千１百万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１１億６千２百万円減少し、３０億２千２百万円となりました。この主

な要因は、長短借入金が１０億９千４百万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２億４百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億４千万円増加

し、３６億３千９百万円となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２３年５月１１日の「平成２４年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はあ

りません。 

 なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、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基づいており、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。

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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 627,910 721,875

受取手形及び売掛金 1,018,861 1,145,438

商品及び製品 979,004 541,397

原材料及び貯蔵品 658,210 784,387

繰延税金資産 43,836 27,679

その他 705,634 60,893

貸倒引当金 △4,969 △2,711

流動資産合計 4,028,488 3,278,960

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,453,743 1,403,851

機械装置及び運搬具（純額） 1,151,577 1,029,229

土地 377,665 396,570

建設仮勘定 － 19,226

その他（純額） 39,954 42,569

有形固定資産合計 3,022,940 2,891,447

無形固定資産   

その他 6,990 8,044

無形固定資産合計 6,990 8,044

投資その他の資産   

投資有価証券 330,930 319,545

長期貸付金 6,081 4,738

繰延税金資産 13,814 12,490

その他 184,935 156,013

貸倒引当金 △10,257 △9,434

投資その他の資産合計 525,505 483,353

固定資産合計 3,555,436 3,382,845

資産合計 7,583,925 6,661,806



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 524,474 485,948

短期借入金 2,833,004 1,817,504

未払法人税等 107,362 107,052

役員賞与引当金 8,000 3,750

その他 320,699 321,660

流動負債合計 3,793,540 2,735,915

固定負債   

長期借入金 215,906 136,653

退職給付引当金 62,877 66,466

その他 113,014 83,389

固定負債合計 391,797 286,508

負債合計 4,185,338 3,022,423

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 2,571,697 2,776,125

自己株式 △202,486 △202,538

株主資本合計 2,936,848 3,141,225

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59,060 57,948

その他の包括利益累計額合計 59,060 57,948

少数株主持分 402,677 440,208

純資産合計 3,398,586 3,639,382

負債純資産合計 7,583,925 6,661,806



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 6,703,001 6,894,883

売上原価 5,332,830 5,456,347

売上総利益 1,370,171 1,438,536

販売費及び一般管理費 931,506 920,752

営業利益 438,665 517,784

営業外収益   

受取利息 662 113

受取配当金 7,064 8,989

助成金収入 2,003 6,928

貸倒引当金戻入額 － 3,080

その他 8,001 6,021

営業外収益合計 17,731 25,133

営業外費用   

支払利息 19,407 11,766

その他 2,023 1,110

営業外費用合計 21,430 12,877

経常利益 434,966 530,041

特別利益   

固定資産売却益 － 384

投資有価証券売却益 － 1,058

貸倒引当金戻入額 2,495 －

特別利益合計 2,495 1,442

特別損失   

固定資産除却損 19,746 7,025

投資有価証券売却損 － 246

投資有価証券評価損 18,009 3,225

特別損失合計 37,756 10,496

税金等調整前四半期純利益 399,705 520,987

法人税等 163,811 222,744

少数株主損益調整前四半期純利益 235,894 298,242

少数株主利益 39,592 39,077

四半期純利益 196,301 259,164

少数株主利益 39,592 39,077

少数株主損益調整前四半期純利益 235,894 298,242

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,156 △158

その他の包括利益合計 △16,156 △158

四半期包括利益 219,738 298,083

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 180,494 258,052

少数株主に係る四半期包括利益 39,243 40,031



 該当事項はありません。    

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

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．セグメント利益又は損失の調整額の内容は以下のとおりであります。  
（単位：千円） 

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務部門等管理部門に係る 

 費用であります。 

２．セグメント利益又は損失は、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） 

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△4,258千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。  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  当社グループは、従来、製粉・食品・畜産の３つを報告セグメントとしておりましたが、当第１四半期連結会

計期間の期首より、報告セグメントを製粉・食品の２つに変更し、報告セグメントに含まれない「その他」の区

分に含まれる事業を製粉セグメントに統合しております。また、それと同時に全社費用の配賦方法を見直してお

ります。 

  これは、前連結会計年度末に畜産事業を譲渡したことを契機に、業績管理の方法を見直したことに伴い、従来

配賦不能営業費用とみなしていた全社費用についてセグメント別の営業利益をより適切に表示するために一定の

配賦基準により各セグメントに配賦したものであります。 

  これにより、従来調整額に含まれていた全社費用の金額である158,209千円が製粉セグメントの営業費用に含

まれることとなり、製粉のセグメント利益が同額減少しております。なお、上記「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」における前第３四半期連結累計期間の情報については、変更後の報告セ

グメント及び、変更前の全社費用の配賦方法により作成しております。 

 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

  （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 畜産 計 

売上高             

外部顧客への売上高  4,147,882  2,331,761  223,358  6,703,001  －  6,703,001

セグメント間の内部売上高又は振替高  115,174  9,002  －  124,176  △124,176  －

計  4,263,056  2,340,763  223,358  6,827,178  △124,176  6,703,001

セグメント利益又は損失（△）    480,073  135,439 △30,007  585,504  △146,839  438,665

 利益 金額 

セグメント間取引消去  12,796

全社費用※   △159,636

合計  △146,839

  （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  4,373,850  2,521,033  6,894,883  －  6,894,883

セグメント間の内部売上高又は振替高  113,575  8,992  122,567  △122,567  －

計  4,487,426  2,530,025  7,017,451  △122,567  6,894,883

セグメント利益    387,328  134,715  522,043  △4,258  517,784

（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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