
  

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 

  

２．配当の状況 
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  (百万円未満切捨て)

（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  4,820  △3.4  5  －  1,241  122.1  757  164.4

25年３月期第１四半期  4,991  △9.3  △108  －  559  11.9  286  8.0

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 △1,405百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 2,376百万円 （ ％） △53.0

  
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  131.80  －

25年３月期第１四半期  49.80  －

  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  100,142  65,856  65.8  11,460.86

25年３月期  103,576  67,336  65.0  11,718.34

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 65,856百万円   25年３月期 67,336百万円 

  
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  － 0.00 － 13.00  13.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 13.00  13.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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）  10,000  3.2  60  －  1,260  298.4  650  407.8  113.12

通期  21,300  3.5  400  182.8  1,600  19.5  850  11.8  147.92

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名） 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 5,995,000株 25年３月期 5,995,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 248,809株 25年３月期 248,749株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 5,746,227株 25年３月期１Ｑ 5,752,045株

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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

１．通期の業績予想につきましては、平成25年5月20日に発表いたしました予想から修正は行っておりません。 

２．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。
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（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、新政権における経済政策への期待から円安や株価回復が進

み、景況感には改善の動きが見られたものの、消費者の節約志向が依然として根強いことや、雇用や所得環境の改

善が見られないことなどから、依然として景気の先行きは不透明な状況であります。 

このような経済状況の中、当社グループは業界の品質リーダーとなるべく、「岩塚の美味しさと笑顔の輪を広

げよう！」をスローガンに掲げ、国産米にこだわりお米の風味を大切にし、お客様に美味しさをお届けすることで

競合他社との差別化を図ってまいりました。 

その中でも「10枚岩塚の黒豆せんべい」は「煎餅・あられ（かた焼）カテゴリー商品別金額アイテムランキン

グ」で売上№１※を「田舎のおかき（醤油・塩・ざらめの３品目）」は「煎餅・あられ（おかき）カテゴリーブラ

ンド別累計販売金額」で売上№１※をそれぞれ獲得いたしました。 

その内容を商品パッケージに記載し、プロモーションを展開することで「岩塚ブランド＝最高品質」の信頼を

確立してまいりました。  

しかしながら米菓市場全体の伸び悩みもあり、当第１四半期連結累計期間の売上高は48億20百万円（前年同四

半期比3.4%減）となりました。 

 利益面におきましては、生産性・歩留まりの向上などにより営業利益は５百万円（前年同四半期は１億８百万円

の営業損失）、経常利益は、12億41百万円（前年同四半期比122.1%増）、四半期純利益は７億57百万円（前年同四

半期比164.4%増）となりました。 

 なお、経常利益におきましては、当社が株式を保有するWant Want China Holdings Limited.からの株式配当金

12億９百万円を営業外収益の受取配当金に計上しております。 

※インテージSRI調べ2012年３月～2013年２月（累計販売金額）  

     

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,001億42百万円となり、前連結会計年度末と比較して34億34百万円の

減少となりました。 

 流動資産は47億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億35百万円の減少となりました。これは主

に、売上債権が３億39百万円減少した一方で現金及び預金１億27百万円、並びにその他に含めております前払費

用１億26百万円が増加したこと等によるものであります。固定資産は954億10百万円となり、前連結会計年度末と

比較して32億98百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券が時価評価により減少したこと等による

ものであります。  

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、342億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億54

百万円の減少となりました。 

 流動負債は、38億43百万円で前連結会計年度末と比較して６億86百万円の減少となりました。これは主に、短

期借入金が６億円減少したこと等によるものであります。固定負債は304億42百万円となり前連結会計年度末と比

較して12億68百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴い繰延税金負債が減少した

こと等によるものであります。 

 純資産は、658億56百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億80百万円の減少となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金が21億62百万円減少した一方で利益剰余金が６億82百万円が増加したこと等によ

るものであります。 

     

（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月期の業績予想につきましては、平成25年５月20日に公表いたしました業績予想から変更はございま

せん。   

  なお、業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

 該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 363,277 490,478

受取手形及び売掛金 3,413,878 3,074,429

有価証券 74,880 72,026

商品及び製品 156,124 111,815

仕掛品 94,468 93,892

原材料及び貯蔵品 379,784 317,370

その他 387,352 575,623

貸倒引当金 △1,799 △3,529

流動資産合計 4,867,966 4,732,107

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,185,152 4,140,838

その他（純額） 2,667,461 2,635,829

有形固定資産合計 6,852,613 6,776,668

無形固定資産 120,722 116,447

投資その他の資産   

投資有価証券 91,443,079 88,098,377

その他 319,769 445,791

貸倒引当金 △27,222 △27,214

投資その他の資産合計 91,735,625 88,516,953

固定資産合計 98,708,961 95,410,069

資産合計 103,576,928 100,142,176

負債の部   

流動負債   

買掛金 637,656 456,534

短期借入金 1,400,000 800,000

未払法人税等 466,707 450,071

賞与引当金 285,417 188,201

その他 1,739,760 1,948,732

流動負債合計 4,529,542 3,843,538

固定負債   

長期借入金 800,000 700,000

退職給付引当金 930,785 955,195

繰延税金負債 29,619,965 28,426,926

その他 360,084 360,206

固定負債合計 31,710,835 30,442,328

負債合計 36,240,378 34,285,867
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,634,750 1,634,750

資本剰余金 1,859,250 1,859,250

利益剰余金 7,217,665 7,900,339

自己株式 △457,265 △457,531

株主資本合計 10,254,399 10,936,807

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 57,082,150 54,919,501

その他の包括利益累計額合計 57,082,150 54,919,501

純資産合計 67,336,550 65,856,308

負債純資産合計 103,576,928 100,142,176
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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 4,991,196 4,820,715

売上原価 3,234,273 3,035,396

売上総利益 1,756,923 1,785,319

販売費及び一般管理費 1,865,659 1,779,978

営業利益又は営業損失（△） △108,735 5,340

営業外収益   

受取利息 163 394

受取配当金 653,959 1,226,947

持分法による投資利益 1,967 －

その他 30,110 23,967

営業外収益合計 686,201 1,251,308

営業外費用   

支払利息 5,885 3,160

有価証券評価損 5,498 1,237

持分法による投資損失 － 6,757

その他 6,918 3,638

営業外費用合計 18,302 14,793

経常利益 559,163 1,241,855

特別利益   

固定資産売却益 279 －

特別利益合計 279 －

特別損失   

固定資産除却損 6,960 9

投資有価証券評価損 23,463 －

災害による損失 687 －

その他 419 150

特別損失合計 31,531 160

税金等調整前四半期純利益 527,912 1,241,695

法人税、住民税及び事業税 268,212 527,428

法人税等調整額 △26,738 △43,108

法人税等合計 241,473 484,320

少数株主損益調整前四半期純利益 286,438 757,375

四半期純利益 286,438 757,375
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,438 757,375

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,090,145 △2,162,649

その他の包括利益合計 2,090,145 △2,162,649

四半期包括利益 2,376,584 △1,405,273

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,376,584 △1,405,273

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。   

   

（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）
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