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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２四半期  9,659  △0.4  51  －  1,304  312.5  834  552.3

25年３月期第２四半期  9,694  △7.8  △387  －  316  △27.6  128  △37.6

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 2,570百万円（ ％） △13.8   25年３月期第２四半期 2,981百万円 （ ％） 66.1

  
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 

26年３月期第２四半期  145.29  －

25年３月期第２四半期  22.26  －

  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２四半期  106,012  69,832  65.9  12,152.75

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２四半期 69,832百万円   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  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 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、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  21,300  3.5  400  182.8  2,330  74.0  1,230  61.8  214.05

（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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,746,209株 25年３月期２Ｑ 5,749,172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しております。 

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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済対策や日銀の金融緩和を背景に景気の回復

への期待感が高まったものの消費全般は依然として低調な状況が続きました。国内食品業界では、円安が輸入燃

料・原材料価格の上昇を招き、逆風とも言える状況でありました。さらに、消費税増税等への先行き不安から、よ

り一層不透明感が増しております。 

 米菓業界におきましては、依然として消費者の節約志向が強く、低価格による競争が続く中、流通業界の統合・

再編が、その競争を激化させております。 

 このような状況の中、当社グループは、国産米100％使用へのこだわりと、お客様のニーズに合わせた商品開発

に注力してまいりました。 

 また、製造部門におきましては、一層の省人化に取り組むとともに、ラインの稼働率向上を図ってまいりまし

た。さらに、営業部門におきましては、販売促進費の効果的な投入に注力し、利益体質の構築に努めてまいりまし

た。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、96億59百万円(前年同四半期比0.4％減)、営業利

益は51百万円(前年同四半期は３億87百万円の営業損失)、経常利益は13億４百万円(前年同四半期比312.5％増)、

四半期純利益は８億34百万円(前年同四半期比552.3％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。  

    

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,060億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して24億35百

万円の増加となりました。 

 流動資産は45億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億87百万円の減少となりました。これは主に、

売上債権が４億80百万円減少した反面、現金及び預金が83百万円増加したこと等によるものであります。固定資産

は1,014億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して27億22百万円の増加となりました。これは主に、投資有

価証券が時価評価により増加したこと等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は1,060億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して24億35百万

円の増加となりました。 

 流動負債は36億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億36百万円の減少となりました。これは主に、

短期借入金が減少したこと等によるものであります。固定負債は324億87百万円となり、前連結会計年度末と比較

して７億76百万の増加となりました。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増加したこと等

によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は698億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して24億95百万

円の増加となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は４億38百万(前年同四半期比31.7％増)とな

り、前連結会計年度末と比較して83百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は13億14百万円の収入(前年同四半期は12億13百万円の収入)となりまし

た。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13億13百万円を計上したこと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３億49百万円の支出(前年同四半期は１億62百万円の支出)となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得による支出２億94百万円及び貸付による支出50百万円を反映したこと等によ

るものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は８億81百万円の支出(前年同四半期は10億70百万円の支出)となりまし

た。主な要因は、短期借入金の純減少額６億円を計上したこと及び長期借入金の返済による支出２億円を反映した

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 

  連結業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績を踏まえ、今後の動向を予想し、通期の連結業績予

想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成25年８月30日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。  

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 363,277 446,894

受取手形及び売掛金 3,413,878 2,933,534

有価証券 74,880 99,669

商品及び製品 156,124 105,049

仕掛品 94,468 94,445

原材料及び貯蔵品 379,784 373,944

その他 387,352 530,231

貸倒引当金 △1,799 △3,180

流動資産合計 4,867,966 4,580,588

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,185,152 4,094,003

その他（純額） 2,667,461 2,665,265

有形固定資産合計 6,852,613 6,759,269

無形固定資産 120,722 110,262

投資その他の資産   

投資有価証券 91,443,079 94,110,440

その他 319,769 479,156

貸倒引当金 △27,222 △27,214

投資その他の資産合計 91,735,625 94,562,381

固定資産合計 98,708,961 101,431,913

資産合計 103,576,928 106,012,502

負債の部   

流動負債   

買掛金 637,656 516,626

短期借入金 1,400,000 800,000

未払法人税等 466,707 455,884

賞与引当金 285,417 367,064

その他 1,739,760 1,553,306

流動負債合計 4,529,542 3,692,882

固定負債   

長期借入金 800,000 600,000

退職給付引当金 930,785 971,422

繰延税金負債 29,619,965 30,554,083

その他 360,084 362,099

固定負債合計 31,710,835 32,487,605

負債合計 36,240,378 36,180,487
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９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 7,977,857

自己株式 △457,265 △457,531

株主資本合計 10,254,399 11,014,325

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 58,817,688

その他の包括利益累計額合計 57,082,150 58,817,688

純資産合計 67,336,550 69,832,014

負債純資産合計 103,576,928 106,012,502
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,694,174 9,659,372

売上原価 6,408,170 6,067,912

売上総利益 3,286,004 3,591,460

販売費及び一般管理費 3,673,406 3,539,952

営業利益又は営業損失（△） △387,402 51,507

営業外収益   

受取利息 209 1,442

受取配当金 654,160 1,227,077

持分法による投資利益 4,632 －

その他 75,811 48,231

営業外収益合計 734,813 1,276,750

営業外費用   

支払利息 11,451 6,214

持分法による投資損失 － 7,830

その他 19,724 9,817

営業外費用合計 31,176 23,862

経常利益 316,234 1,304,395

特別利益   

固定資産売却益 268 199

投資有価証券売却益 － 10,146

特別利益合計 268 10,345

特別損失   

固定資産除却損 8,530 1,093

投資有価証券評価損 26,764 －

災害による損失 28,033 －

その他 746 374

特別損失合計 64,075 1,468

税金等調整前四半期純利益 252,427 1,313,272

法人税、住民税及び事業税 166,531 527,697

法人税等調整額 △42,106 △49,318

法人税等合計 124,425 478,378

少数株主損益調整前四半期純利益 128,001 834,893

四半期純利益 128,001 834,893
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 128,001 834,893

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,853,030 1,735,538

その他の包括利益合計 2,853,030 1,735,538

四半期包括利益 2,981,031 2,570,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,981,031 2,570,432

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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 252,427 1,313,272

減価償却費 449,364 399,666

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,629 1,373

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,420 81,646

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,669 40,637

投資有価証券評価損益（△は益） 26,764 －

受取利息及び受取配当金 △654,370 △1,228,519

支払利息 11,451 6,214

持分法による投資損益（△は益） △4,632 7,830

売上債権の増減額（△は増加） 636,455 480,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 73,725 56,938

仕入債務の増減額（△は減少） △267,203 △121,030

未収入金の増減額（△は増加） 139,204 4,211

その他 △30,809 △411,090

小計 636,998 631,495

利息及び配当金の受取額 645,232 1,227,274

利息の支払額 △11,354 △6,179

法人税等の支払額 △57,053 △538,520

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213,822 1,314,069

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 △600 △600

有価証券の取得による支出 △139,900 △50,512

有価証券の売却による収入 － 19,846

有形固定資産の取得による支出 △85,380 △294,946

有形固定資産の売却による収入 310 400

無形固定資産の取得による支出 △9,936 △1,896

投資有価証券の取得による支出 △3,229 △3,305

投資有価証券の売却による収入 － 31,850

貸付けによる支出 － △50,758

貸付金の回収による収入 76,200 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,536 △349,922

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △750,000 △600,000

長期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

配当金の支払額 △74,480 △74,756

自己株式の取得による支出 △31,200 △266

その他 △15,110 △6,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,070,790 △881,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,504 83,016

現金及び現金同等物の期首残高 352,423 355,476

現金及び現金同等物の四半期末残高 332,918 438,493
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社グループは、米菓事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

（４）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）

（セグメント情報等）
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