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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第２四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年６月30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２四半期 18,570 ― 1,583 ― 1,590 ― 981 ―
23年12月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

 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２四半期 46.94 ― 
23年 12月期第２四半期 ― ― 

（注）平成 23 年 12 月期第２四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２四半期 26,277 15,015 57.1
23年 12月期 27,029 14,384 53.2

（参考）自己資本    24年12月期第２四半期  15,015百万円     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 ― 0.00  

24年 12月期(予想)  ― 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、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 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２Ｑ 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２Ｑ 657,948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２Ｑ 20,908,867株 23年12月期２Ｑ 21,197,143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きが終了
しております。 

 
※ 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２四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の下支えもあり回復基調が持続したもの

の、欧州債務危機の増幅から不透明な状況で推移いたしました。一方、原油高もやや沈静化し、個人消費も回復に

転じてまいりました。

当社の主力分野でありますチーズ業界におきましては、国内消費量の伸張が顕著となり、輸入原料チーズ価格に

つきましても国際的な需給関係の緩和によりやや軟化いたしました。他方、国内市場競争はますます激化いたしま

した。

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、品質管理体制のさらなる強

化、販売の促進、新製品の開発、コストの低減等に努めました。これらの結果、当第２四半期累計期間の業績につ

きましては、売上高は185億７千万円、営業利益は15億８千３百万円、経常利益は15億９千万円、四半期純利益は

９億８千１百万円となりました。売上高の内訳はチーズ部門が176億７千８百万円、ナッツ部門が３億３千７百万

円、チョコレート部門が４億２千７百万円、その他部門が１億２千７百万円となっております。

なお、前第２四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、当第２四半期累計期間において子

会社の解散を決議し清算結了しております。よって、当第２四半期累計期間は四半期財務諸表を作成しており前第

２四半期累計期間との比較分析の記載は行っておりません。（以下「（２）②キャッシュ・フローの状況」におい

ても同じ。）なお、前第２四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

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期会計期間末の資産は、短期貸付金が14億９千９百万円、原材料が１億４千８百万円、有形固定資産

が１億２千２百万円増加しましたが、現金及び預金が15億５千６百万円、売掛金が７億６千９百万円、商品及び製

品が１億５千６百万円減少したこと等により、前事業年度末と比較し７億５千２百万円減少し、262億７千７百万

円となりました。また、負債は買掛金が６千６百万円増加しましたが、未払金が６億６千１百万円、未払費用が２

億３千６百万円、未払法人税等が１億４千万円減少したこと等により前事業年度末と比較し13億８千３百万円減少

し112億６千１百万円となりました。純資産は四半期純利益の計上等により前事業年度末と比較し６億３千１百万

円増加し150億１千５百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは15億４千９百万円の収入となりました。主な要因は税引前四半期純利

益、売上債権の減少による収入であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは28億６千９百万円の支出となりました。主な要因は短期貸付金の増加に

よる支出と有形固定資産の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは４億４千１百万円の支出となりました。主な要因は配当金の支払による

支出と自己株式の取得による支出であります。

以上の結果、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は７億３千６百万円となりました。

（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２四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）

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（注記事項）に関する事項



４．四半期財務諸表
（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２四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,807,427 1,250,812

受取手形 58,669 52,904

売掛金 8,897,660 8,127,717

商品及び製品 1,345,319 1,189,203

仕掛品 35,460 48,018

原材料 851,383 999,591

前払費用 42,929 48,020

繰延税金資産 443,361 495,959

未収入金 1,303 24,676

短期貸付金 4,004,192 5,503,782

その他 12,078 7,628

貸倒引当金 △140 △140

流動資産合計 18,499,644 17,748,177

固定資産

有形固定資産

建物 5,011,485 5,034,060

減価償却累計額 △3,058,580 △3,144,605

建物（純額） 1,952,904 1,889,454

構築物 331,995 350,823

減価償却累計額 △273,555 △280,659

構築物（純額） 58,439 70,163

機械及び装置 9,415,878 9,560,028

減価償却累計額 △6,725,417 △6,966,342

機械及び装置（純額） 2,690,460 2,593,686

車両運搬具 85,010 89,325

減価償却累計額 △70,998 △73,443

車両運搬具（純額） 14,012 15,881

工具、器具及び備品 540,138 519,302

減価償却累計額 △440,864 △428,872

工具、器具及び備品（純額） 99,273 90,429

土地 1,121,756 1,121,756

建設仮勘定 290,312 568,320

有形固定資産合計 6,227,160 6,349,692

無形固定資産

諸施設利用権 56 44

電話加入権 11,091 11,091

ソフトウエア 89,269 75,463

無形固定資産合計 100,418 86,599



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 514,204 548,090

関係会社株式 179,076 163,270

出資金 1,550 1,550

従業員に対する長期貸付金 5,694 2,763

長期前払費用 615,035 530,148

繰延税金資産 359,077 320,444

長期預金 400,000 400,000

その他 140,129 139,226

貸倒引当金 △12,836 △12,836

投資その他の資産合計 2,201,932 2,092,658

固定資産合計 8,529,510 8,528,950

資産合計 27,029,155 26,277,127

負債の部

流動負債

支払手形 229,169 67,008

買掛金 3,525,242 3,591,445

短期借入金 1,500,000 1,500,000

未払金 1,018,214 356,231

未払法人税等 850,453 710,399

未払消費税等 115,660 99,451

未払費用 2,895,429 2,658,444

預り金 156,886 152,474

設備関係支払手形 43,722 25,604

株主優待引当金 7,460 －

役員賞与引当金 50,000 －

その他 149,871 31,589

流動負債合計 10,542,109 9,192,650

固定負債

退職給付引当金 1,719,256 1,697,510

長期未払金 369,329 357,023

その他 14,141 13,953

固定負債合計 2,102,728 2,068,487

負債合計 12,644,837 11,261,137



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年６月30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 3,052,057

利益剰余金合計 9,016,125 9,732,688

自己株式 △83,753 △264,377

株主資本合計 14,298,260 14,834,200

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 176,368 199,604

繰延ヘッジ損益 △90,311 △17,814

評価・換算差額等合計 86,057 181,790

純資産合計 14,384,317 15,015,990

負債純資産合計 27,029,155 26,277,127



（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 18,570,549

売上原価 10,178,071

売上総利益 8,392,478

販売費及び一般管理費 6,808,832

営業利益 1,583,645

営業外収益

受取利息 3,377

受取配当金 10,830

収入賃貸料 8,556

その他 5,189

営業外収益合計 27,954

営業外費用

支払利息 8,487

その他 13,062

営業外費用合計 21,549

経常利益 1,590,050

特別利益

子会社清算益 34,554

特別利益合計 34,554

特別損失

固定資産売却損 3,819

固定資産廃棄損 4,923

減損損失 22,719

特別損失合計 31,461

税引前四半期純利益 1,593,142

法人税、住民税及び事業税 687,000

法人税等調整額 △75,365

法人税等合計 611,634

四半期純利益 981,508



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,593,142

減価償却費 491,520

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,746

長期未払金の増減額（△は減少） △12,305

子会社清算損益（△は益） △34,554

固定資産売却損益（△は益） 3,819

固定資産廃棄損 4,923

減損損失 22,719

受取利息及び受取配当金 △14,207

支払利息 8,487

為替差損益（△は益） △5,258

売上債権の増減額（△は増加） 775,707

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,650

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,015

その他の固定資産の増減額（△は増加） 85,802

仕入債務の増減額（△は減少） △95,957

未払費用の増減額（△は減少） △236,975

その他 △166,856

小計 2,369,594

利息及び配当金の受取額 14,207

利息の支払額 △8,496

法人税等の支払額 △825,968

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,549,337

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 △462,870

定期預金の払戻による収入 262,285

有形固定資産の取得による支出 △1,229,245

有形固定資産の売却による収入 3,000

投資有価証券の取得による支出 △1,609

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,496,659

子会社の清算による収入 54,554

その他 638

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,869,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △180,624

配当金の支払額 △261,264

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,762,457

現金及び現金同等物の期首残高 2,498,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 736,442



該当事項はありません。

当第２四半期累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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。

当社は、平成24年２月20日開催の臨時取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。これを受け、当第２四半期累計

期間において普通株式401,000株、総額180,450千円の自己株式を取得しており、単元未満株式の買取りと合わせて

自己株式が180,624千円増加しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



第２四半期に係る財務諸表 

四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

４．補足情報

前第２四半期累計期間
（自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成24年１月１日

至 平成24年６月30日）

売上高 18,601,513 18,570,549

売上原価 10,130,044 10,178,071

売上総利益 8,471,469 8,392,478

販売費及び一般管理費 6,616,425 6,808,832

営業利益 1,855,044 1,583,645

営業外収益

受取利息 7,554 3,377

受取配当金 10,385 10,830

収入賃貸料 6,372 8,556

その他 7,724 5,189

営業外収益合計 32,037 27,954

営業外費用

支払利息 8,485 8,487

その他 16,739 13,062

営業外費用合計 25,225 21,549

経常利益 1,861,856 1,590,050

特別利益

子会社清算益 － 34,554

特別利益合計 － 34,554

特別損失

固定資産売却損 － 3,819

固定資産廃棄損 7,540 4,923

減損損失 － 22,719

災害による損失 18,004 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,950 －

事業整理損失引当金繰入額 55,365 －

特別損失合計 92,861 31,461

税引前四半期純利益 1,768,995 1,593,142

法人税、住民税及び事業税 833,883 687,000

法人税等調整額 △96,282 △75,365

法人税等合計 737,600 611,634

四半期純利益 1,031,394 981,508
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