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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 98,714 △0.1 4,715 △10.5 4,349 △5.5 1,721 △35.6
23年3月期第3四半期 98,785 1.9 5,268 9.0 4,603 10.9 2,673 14.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,878百万円 （△21.7％） 23年3月期第3四半期 2,398百万円 （―％）

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 49.53 ―
23年3月期第3四半期 76.86 ―

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 99,989 28,285 28.3
23年3月期 94,970 26,916 28.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  28,285百万円 23年3月期  26,916百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ― 7.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 14.00

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  ：  有   

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 126,500 △0.2 4,700 △12.2 4,300 △7.5 1,600 28.0 46.04
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(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が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年５月13日に発表いたしました通期の連結業績予想について、本資料において修正しております。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、発表日現在において入手可能な情報及び合理的と判断される前提に基づくものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる場合がありま
す。上記業績予想に関する事項につきましては、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」をご参照くだ
さい。なお、通期の個別業績予想につきましては、次ページに記載しております。 

4.  その他

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 34,885,585 株 23年3月期 34,885,585 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 135,456 株 23年3月期 108,319 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 34,753,438 株 23年3月期3Q 34,786,512 株
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(参考)

平成24年3月期の個別業績予想（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)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

通期 117,000 0.1 3,600 △11.8 1,500 64.9 43.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：有

　　※ 平成23年５月13日に発表いたしました通期の個別業績予想について、本資料において修正

 しております。

１株当たり
当期純利益

当期純利益経常利益売上高
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 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

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低迷から緩やかに
回復しつつあるものの、欧州の債務危機を背景とした世界経済の減速懸念や円高の進行などから、
先行きは不透明な状況となりました。
食品業界におきましては、大震災による影響が残るなかで、お客様の節約志向が依然として続く

とともに、食品の安全性への対応がより一層求められました。
このような状況のなかで、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、企業

理念「真の顧客満足の追求」のもと、お客様の視点に立って、当社グループの強みでありますスパ
イスとハーブを核とした事業活動を推進してまいりました。また、製品の安定供給に努め、食品メ
ーカーとしての社会的使命を果たすべく活動してまいりました。

年同期比99.9％）となりました。

セグメント別の業績は、以下の通りであります。
①食料品事業

た。

②その他
その他の売上高は、前年同期比１億24百万円増の75億72百万円（同101.7％）となりました。

報」をご参照ください。

利益面におきましては、営業利益は前年同期比５億52百万円減の47億15百万円（同89.5％）、経
常利益は前年同期比２億53百万円減の43億49百万円（同94.5％）、四半期純利益は、法人税率の引
き下げに伴う繰延税金資産の取崩しによる影響などから、前年同期比９億52百万円減の17億21百万
円（同64.4％）となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比70百万円減の987億14百万円（前

食料品事業の売上高は、前年同期比１億95百万円減の911億42百万円（同99.8％）となりまし

なお、セグメント及び製品区分別の連結売上高の詳細につきましては、８ページ「３．補足情

2

（2）連結財政状態に関する定性的情報

のであります。
　負債は、前連結会計年度末と比較して36億50百万円増加し、717億３百万円となりました。

れは主に、利益剰余金の増加12億38百万円などがあったことによるものであります。この結果、自
己資本比率は28.3％となりました。

（3）連結業績予想に関する定性的情報

要因を考慮いたしますと、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。また、当期純利益におき
ましては、法人税率の引き下げに関連する法律が公布されたことに伴う繰延税金資産の取崩しの発
生により、法人税等調整額の増加を見込んでおります。このような状況を勘案し、平成23年５月13
日に発表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想を修正しております。

おきましては、当第３四半期連結累計期間の業績の状況や、今後の原材料価格の動向など不透明な

純資産は、前連結会計年度末と比較して13億69百万円増加し、282億85百万円となりました。こ

通期の業績につきましては、売上高は概ね順調に推移しておりますが、営業利益、経常利益に

当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して50億19百万円増加し、999
億89百万円となりました。これは主に、売上債権の増加65億71百万円などがあったことによるも

2
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２．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 13,947 14,241

受取手形及び売掛金 23,599 30,171

商品及び製品 4,207 5,077

仕掛品 1,339 1,389

原材料及び貯蔵品 3,750 3,584

その他 9,175 7,735

貸倒引当金 △1,116 △1,021

流動資産合計 54,903 61,178

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,657 10,246

機械装置及び運搬具（純額） 4,976 4,951

土地 10,219 10,102

その他（純額） 1,655 1,794

有形固定資産合計 27,509 27,095

無形固定資産   

のれん 26 23

その他 527 555

無形固定資産合計 553 579

投資その他の資産   

投資有価証券 4,280 4,046

その他 8,502 7,878

貸倒引当金 △778 △788

投資その他の資産合計 12,003 11,136

固定資産合計 40,067 38,810

資産合計 94,970 99,989
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（単位：百万円）

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 10,885 12,539

短期借入金 21,980 24,120

未払法人税等 675 831

賞与引当金 1,184 608

その他 9,538 10,910

流動負債合計 44,264 49,010

固定負債   

長期借入金 14,269 14,059

退職給付引当金 6,002 6,134

債務保証損失引当金 218 277

資産除去債務 140 134

その他 3,158 2,086

固定負債合計 23,789 22,693

負債合計 68,053 71,703

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,744 1,744

資本剰余金 5,344 5,344

利益剰余金 23,793 25,031

自己株式 △81 △103

株主資本合計 30,800 32,016

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 194 171

土地再評価差額金 △4,031 △3,846

為替換算調整勘定 △46 △55

その他の包括利益累計額合計 △3,883 △3,731

純資産合計 26,916 28,285

負債純資産合計 94,970 99,989
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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：百万円）

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 98,785 98,714

売上原価 54,915 55,354

売上総利益 43,869 43,359

販売費及び一般管理費   

販売促進費 22,901 23,227

その他 15,700 15,417

販売費及び一般管理費合計 38,601 38,644

営業利益 5,268 4,715

営業外収益   

受取利息 62 68

受取配当金 105 112

不動産賃貸料 40 36

貸倒引当金戻入額 － 3

その他 101 117

営業外収益合計 309 338

営業外費用   

支払利息 504 495

貸倒引当金繰入額 415 162

為替差損 33 18

その他 19 27

営業外費用合計 973 704

経常利益 4,603 4,349

特別利益   

固定資産売却益 2 2

投資有価証券売却益 13 1

その他 16 2

特別利益合計 33 6

特別損失   

固定資産除却損 35 23

減損損失 15 167

投資有価証券評価損 0 165

ゴルフ会員権評価損 － 36

貸倒引当金繰入額 － 24

債務保証損失引当金繰入額 － 59

災害による損失 － 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 69 －

その他 21 27

特別損失合計 142 537

税金等調整前四半期純利益 4,493 3,819

法人税、住民税及び事業税 1,771 1,555

法人税等調整額 48 542

法人税等合計 1,819 2,098

少数株主損益調整前四半期純利益 2,673 1,721

四半期純利益 2,673 1,721
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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：百万円）

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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,673 1,721

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △258 △23

土地再評価差額金 － 188

為替換算調整勘定 △17 △8

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 △275 157

四半期包括利益 2,398 1,878

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,398 1,878

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（3）継続企業の前提に関する注記

　　 該当事項はありません。

（4）セグメント情報等

　 （セグメント情報）

　　 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）
　　　 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

(単位:百万円)

報告セグメント

食料品事業

 売上高
 　外部顧客への売上高 91,338 7,447 98,785          － 98,785 

　 セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

91,355 7,470 98,826 △41 98,785 
 セグメント利益 5,022 211 5,233 34 5,268 

（注）１.「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調理済食品、外食
  　   　事業を含んでおります。
　　　２.セグメント利益の調整額34百万円には、セグメント間取引消去34百万円が含まれており
  　   　ます。
　　　３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
　　　　　 該当事項はありません。

　　 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

(単位:百万円)

報告セグメント

食料品事業

 売上高
 　外部顧客への売上高 91,142 7,572 98,714          － 98,714 

　 セグメント間の内部
 　売上高又は振替高

91,158 7,594 98,753 △38 98,714 
 セグメント利益 4,471 210 4,681 34 4,715 

（注）１.「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調理済食品、外食
  　   　事業を含んでおります。
　　　２.セグメント利益の調整額34百万円は、セグメント間取引消去34百万円であります。
　　　３.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
　　　　 （固定資産に係る重要な減損損失）
　　　　　　 「食料品事業」セグメントにおいて、地価の継続的な下落等により回収可能価額が帳簿価
　　　 　　額を下回っている遊休資産に関し、減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計
　　　　 　上額は、当第３四半期連結累計期間においては167百万円であります。

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　 該当事項はありません。

 計

 計

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

16 22 38 △38          －

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

17 23 41 △41          －
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 ３．補足情報

セグメント及び製品区分別連結売上高

ます。
（単位：百万円）

前第３四半期
（累計）

当第３四半期
（累計）

増減額 増減の主な要因

91,338 91,142 △195 

15,336 15,442 106 シーズニングスパイス（増加）

24,709 25,862 1,152 
即席カレー、即席シチュー

（増加）

24,098 23,418 △680 ラー油製品等（減少）

27,193 26,418 △774 米飯等（減少）

7,447 7,572 124 調理済食品（増加）

当第３四半期（累計）におけるセグメント及び製品区分別の連結売上高は以下の通りであり

　その他

セグメント及び製品区分

　食料品事業

　　スパイス＆ハーブ

　　即席

　　香辛調味料

　　インスタント食品その他

8

98,785 98,714 △70 計
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