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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第１四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 
（１）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 12月期第１四半期 9,173 ― 899 ― 904 ― 500 ―
23年12月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

 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 12月期第１四半期 23.85 ― 
23年 12月期第１四半期 ― ― 

（注）平成 23 年 12 月期第１四半期は連結財務諸表を作成していたため、前年同四半期実績及び増減率については
記載しておりません。 
 
（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

24年 12月期第１四半期 26,413 14,583 55.2
23年 12月期 27,029 14,384 53.2

（参考）自己資本    24年12月期第１四半期  14,583百万円     23年12月期  14,384百万円 

 
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

23年 12月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
24年 12月期 ―  

24年 12月期(予想)  0.00 ― 12.50 12.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

23年 12月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 特別配当2円50銭 
 

３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 18,750 0.8 1,600 △13.7 1,600 △14.1 970 △6.0 45.76
通  期 38,500 2.0 3,100 △11.5 3,100 △11.3 1,850 △3.0 87.28

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

 



 

 

４．その他   
 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
 
 

（２）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 ：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 
 
 

（３）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) 24年12月期１Ｑ 21,452,125株 23年12月期 21,452,125株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 657,928株 23年12月期 256,552株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期１Ｑ 20,994,885株 23年12月期１Ｑ 21,197,598株

 
 
※ 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を実施中であります。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、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、四半期決算短信（添付
資料）２ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要に支えられ緩やかな回復基調にあるもの

の、欧州経済への懸念、原油高の影響などから厳しい状況で推移いたしました。一方、一部製造業における生産量

の回復あるいは個人消費の回復の兆しも見えてまいりました。

当社の主力分野であるチーズ業界におきましては、輸入原料チーズ価格の高止まり状態が継続しております。

このような状況のなか当社といたしましては、食の安全・安心の確保を最重点とし、さらなる品質管理体制の強

化に努め、販売の促進、新製品の開発、コストの低減等に注力いたしました。今春の新製品としては、チーズ部門

において「チーズデザート瀬戸内レモン６Ｐ」、「スライスチーズ８枚入」、「とろけるスライスチーズ８枚入」

などを発売いたしました。これらの結果、当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高は91億７千３百万

円、営業利益は８億９千９百万円、経常利益は９億４百万円、四半期純利益は５億円となりました。売上高の内訳

はチーズ部門が86億２千１百万円、ナッツ部門が１億６千７百万円、チョコレート部門が３億４千１百万円、その

他部門が４千３百万円となっております。

なお、前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりましたが、前事業年度に子会社の事業を休止

し当第１四半期累計期間に解散を決議しております。当該子会社はその資産、売上高、当期純損益および利益剰余

金等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財産および損益の状態に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性の乏しいものであるため、連結の範囲から除外しております。よって、当第１四半期累計期間は四半期財務

諸表を作成しております。なお、前第１四半期累計期間における損益計算書は「４．補足情報」をご覧ください。

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期会計期間末の資産は、短期貸付金が10億円、流動資産の繰延税金資産が３億９千６百万円それぞれ

増加し、現金及び預金が11億２千９百万円、売掛金が７億８千７百万円、有形固定資産が１億５千３百万円減少し

たこと等により、前事業年度末と比較し６億１千５百万円減少し、264億１千３百万円となりました。また、負債

は未払金が２億１千１百万円、買掛金が１億８千５百万円、流動負債のその他が１億４千５百万円減少したこと等

により、前事業年度末と比較し８億１千５百万円減少し、118億２千９百万円となりました。純資産は四半期純利

益の計上により５億円増加しましたが、配当金の支払により２億６千４百万円減少したこと等により前事業年度末

と比較し１億９千９百万円増加し145億８千３百万円となりました。

（３）業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、当第１四半期累計期間の業績が概ね計画通りに進捗しているため、平成24年２月10日

発表のままとし、業績見通し等に変更が生じる場合には速やかにお知らせいたします。

１．当四半期決算に関する定性的情報



追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,807,427 1,678,067

受取手形 58,669 53,100

売掛金 8,897,660 8,109,997

商品及び製品 1,345,319 1,374,497

仕掛品 35,460 22,952

原材料 851,383 785,061

前払費用 42,929 44,458

繰延税金資産 443,361 839,641

未収入金 1,303 5,001

短期貸付金 4,004,192 5,004,681

その他 12,078 151,494

貸倒引当金 △140 △140

流動資産合計 18,499,644 18,068,815

固定資産

有形固定資産

建物 5,011,485 5,020,126

減価償却累計額 △3,058,580 △3,101,231

建物（純額） 1,952,904 1,918,895

構築物 331,995 341,955

減価償却累計額 △273,555 △276,814

構築物（純額） 58,439 65,140

機械及び装置 9,415,878 9,333,597

減価償却累計額 △6,725,417 △6,808,110

機械及び装置（純額） 2,690,460 2,525,486

車両運搬具 85,010 87,951

減価償却累計額 △70,998 △70,708

車両運搬具（純額） 14,012 17,242

工具、器具及び備品 540,138 516,720

減価償却累計額 △440,864 △421,960

工具、器具及び備品（純額） 99,273 94,760

土地 1,121,756 1,121,756

建設仮勘定 290,312 330,214

有形固定資産合計 6,227,160 6,073,496

無形固定資産

諸施設利用権 56 50

電話加入権 11,091 11,091

ソフトウエア 89,269 82,366

無形固定資産合計 100,418 93,509



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 514,204 564,074

関係会社株式 179,076 216,416

出資金 1,550 1,550

従業員に対する長期貸付金 5,694 3,558

長期前払費用 615,035 572,702

繰延税金資産 359,077 292,535

長期預金 400,000 400,000

その他 140,129 139,880

貸倒引当金 △12,836 △12,836

投資その他の資産合計 2,201,932 2,177,879

固定資産合計 8,529,510 8,344,885

資産合計 27,029,155 26,413,701

負債の部

流動負債

支払手形 229,169 61,270

買掛金 3,525,242 3,339,442

短期借入金 1,500,000 1,500,000

未払金 1,018,214 806,518

未払法人税等 850,453 835,623

未払消費税等 115,660 124,066

未払費用 2,895,429 2,919,105

預り金 156,886 78,686

設備関係支払手形 43,722 37,864

株主優待引当金 7,460 －

役員賞与引当金 50,000 －

その他 149,871 4,703

流動負債合計 10,542,109 9,707,282

固定負債

退職給付引当金 1,719,256 1,741,758

長期未払金 369,329 366,555

その他 14,141 14,176

固定負債合計 2,102,728 2,122,490

負債合計 12,644,837 11,829,772



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,843,203 2,843,203

資本剰余金

資本準備金 800,000 800,000

その他資本剰余金 1,722,685 1,722,685

資本剰余金合計 2,522,685 2,522,685

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 80,631 80,631

別途積立金 4,600,000 6,600,000

繰越利益剰余金 4,335,493 2,571,251

利益剰余金合計 9,016,125 9,251,883

自己株式 △83,753 △264,368

株主資本合計 14,298,260 14,353,404

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 176,368 231,795

繰延ヘッジ損益 △90,311 △1,270

評価・換算差額等合計 86,057 230,525

純資産合計 14,384,317 14,583,929

負債純資産合計 27,029,155 26,413,701



（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 9,173,885

売上原価 5,023,221

売上総利益 4,150,664

販売費及び一般管理費 3,251,096

営業利益 899,567

営業外収益

受取利息 1,449

受取配当金 54

為替差益 9,953

その他 5,865

営業外収益合計 17,323

営業外費用

支払利息 4,245

その他 7,787

営業外費用合計 12,033

経常利益 904,858

特別損失

減損損失 22,216

その他 4,600

特別損失合計 26,816

税引前四半期純利益 878,041

法人税、住民税及び事業税 796,000

法人税等調整額 △418,661

法人税等合計 377,338

四半期純利益 500,702



該当事項はありません。

当第１四半期累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日）

当社の事業は、チーズ類、ナッツ類及びチョコレート類等の食料品の製造・販売業であり、単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。

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

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



第１四半期に係る財務諸表

四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

４．補足情報

前第１四半期累計期間
（自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成24年１月１日

至 平成24年３月31日）

売上高 9,034,770 9,173,885

売上原価 4,990,069 5,023,221

売上総利益 4,044,701 4,150,664

販売費及び一般管理費 3,222,190 3,251,096

営業利益 822,510 899,567

営業外収益

受取利息 5,854 1,449

受取配当金 82 54

為替差益 6,483 9,953

その他 8,581 5,865

営業外収益合計 21,001 17,323

営業外費用

支払利息 4,214 4,245

その他 4,723 7,787

営業外費用合計 8,937 12,033

経常利益 834,574 904,858

特別損失

減損損失 － 22,216

災害による損失 4,960 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,950 －

その他 4,676 4,600

特別損失合計 21,587 26,816

税引前四半期純利益 812,987 878,041

法人税、住民税及び事業税 762,942 796,000

法人税等調整額 △421,745 △418,661

法人税等合計 341,196 377,338

四半期純利益 471,791 500,702
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