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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年12月期第３四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年９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３四半期 27,607 ― 2,208 ― 2,217 ― 1,344 ―
23年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

 

 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３四半期 64.42 ― 
23年 12月期第３四半期 ― ― 

（注）平成 23 年 12 月期第３四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３四半期 26,376 15,336 58.1
23年 12月期 27,029 14,384 53.2

（参考）自己資本    24年12月期第３四半期  15,336百万円     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３Ｑ 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３Ｑ 658,000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３Ｑ 20,874,444株 23年12月期３Ｑ 21,196,944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３四半期累計期間におけるわが国経済は、長期化する円高や欧州債務危機問題、世界経済の成長鈍化の影響

などにより、回復の動きに足踏みが見られ、先行き不透明な状況が続きました。

当社の主力分野でありますチーズ業界におきましては、国内消費量は堅調に推移いたしましたが、輸入原料チー

ズ価格につきましては国際的な需給関係が引き締まり上昇に転じました。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３四半期累計期間の業績につ

きましては、売上高は276億７百万円、営業利益は22億８百万円、経常利益は22億１千７百万円、四半期純利益は

13億４千４百万円となりました。売上高の内訳はチーズ部門が263億８千９百万円、ナッツ部門が５億１千７百万

円、チョコレート部門が５億１千万円、その他部門が１億８千９百万円となっております。

なお、前第３四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３四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３四半期累計期間は四半期財務諸表を作成しており前第

３四半期累計期間との比較分析の記載は行っておりません。なお、前第３四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３四半期会計期間末の資産は、短期貸付金が９億９千９百万円、原材料が３億８千７百万円、流動資産の繰

延税金資産が３億８千７百万円それぞれ増加し、現金及び預金が12億１千７百万円、売掛金が８億７千３百万円、

長期預金が３億円減少したこと等により、前事業年度末と比較し６億５千２百万円減少し、263億７千６百万円と

なりました。また、負債は未払金が４億８千９百万円、買掛金が４億５千９百万円、未払法人税等が２億３千７百

万円減少したこと等により、前事業年度末と比較し16億５百万円減少し、110億３千９百万円となりました。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９億５千２百万円増加し153億３千６百万円となりまし

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３四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



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３四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,807,427 1,589,592

受取手形 58,669 50,937

売掛金 8,897,660 8,023,754

商品及び製品 1,345,319 1,280,298

仕掛品 35,460 40,228

原材料 851,383 1,238,701

前払費用 42,929 46,086

繰延税金資産 443,361 831,128

未収入金 1,303 4,638

短期貸付金 4,004,192 5,003,354

その他 12,078 7,671

貸倒引当金 △140 △140

流動資産合計 18,499,644 18,116,250

固定資産

有形固定資産

建物 5,011,485 5,026,574

減価償却累計額 △3,058,580 △3,154,281

建物（純額） 1,952,904 1,872,293

構築物 331,995 415,531

減価償却累計額 △273,555 △281,615

構築物（純額） 58,439 133,916

機械及び装置 9,415,878 9,363,966

減価償却累計額 △6,725,417 △6,693,559

機械及び装置（純額） 2,690,460 2,670,406

車両運搬具 85,010 89,325

減価償却累計額 △70,998 △76,225

車両運搬具（純額） 14,012 13,099

工具、器具及び備品 540,138 517,302

減価償却累計額 △440,864 △437,227

工具、器具及び備品（純額） 99,273 80,074

土地 1,121,756 1,121,756

建設仮勘定 290,312 544,240

有形固定資産合計 6,227,160 6,435,787

無形固定資産

諸施設利用権 56 38

電話加入権 11,091 11,091

ソフトウエア 89,269 68,947

ソフトウエア仮勘定 － 10,300

無形固定資産合計 100,418 90,377



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年９月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 514,204 503,367

関係会社株式 179,076 145,163

出資金 1,550 1,550

従業員に対する長期貸付金 5,694 2,430

長期前払費用 615,035 490,584

繰延税金資産 359,077 368,956

長期預金 400,000 100,000

その他 140,129 134,734

貸倒引当金 △12,836 △12,836

投資その他の資産合計 2,201,932 1,733,951

固定資産合計 8,529,510 8,260,116

資産合計 27,029,155 26,376,367

負債の部

流動負債

支払手形 229,169 73,071

買掛金 3,525,242 3,066,021

短期借入金 1,500,000 1,500,000

未払金 1,018,214 528,625

未払法人税等 850,453 613,389

未払消費税等 115,660 78,197

未払費用 2,895,429 2,916,526

預り金 156,886 39,551

設備関係支払手形 43,722 74,967

株主優待引当金 7,460 －

役員賞与引当金 50,000 －

その他 149,871 49,993

流動負債合計 10,542,109 8,940,345

固定負債

退職給付引当金 1,719,256 1,728,354

長期未払金 369,329 357,023

その他 14,141 13,887

固定負債合計 2,102,728 2,099,266

負債合計 12,644,837 11,039,612



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年９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 3,415,257

利益剰余金合計 9,016,125 10,095,888

自己株式 △83,753 △264,401

株主資本合計 14,298,260 15,197,375

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 176,368 168,749

繰延ヘッジ損益 △90,311 △29,370

評価・換算差額等合計 86,057 139,379

純資産合計 14,384,317 15,336,755

負債純資産合計 27,029,155 26,376,367



（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 27,607,596

売上原価 15,144,230

売上総利益 12,463,366

販売費及び一般管理費 10,254,688

営業利益 2,208,677

営業外収益

受取利息 4,737

受取配当金 11,143

収入賃貸料 14,070

その他 8,417

営業外収益合計 38,368

営業外費用

支払利息 12,780

その他 16,690

営業外費用合計 29,470

経常利益 2,217,575

特別利益

投資有価証券売却益 13,740

子会社清算益 34,554

特別利益合計 48,294

特別損失

固定資産売却損 3,819

固定資産廃棄損 15,775

減損損失 22,719

特別損失合計 42,314

税引前四半期純利益 2,223,555

法人税、住民税及び事業税 1,314,000

法人税等調整額 △435,152

法人税等合計 878,847

四半期純利益 1,344,708



該当事項はありません。

当第３四半期累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９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３四半期累計

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180,648千円増加しております。

（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３四半期に係る財務諸表 

四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

４．補足情報

前第３四半期累計期間
（自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成24年１月１日

至 平成24年９月30日）

売上高 27,477,381 27,607,596

売上原価 15,048,728 15,144,230

売上総利益 12,428,652 12,463,366

販売費及び一般管理費 9,801,660 10,254,688

営業利益 2,626,991 2,208,677

営業外収益

受取利息 9,298 4,737

受取配当金 10,653 11,143

収入賃貸料 7,434 14,070

その他 9,547 8,417

営業外収益合計 36,933 38,368

営業外費用

支払利息 12,791 12,780

その他 38,657 16,690

営業外費用合計 51,448 29,470

経常利益 2,612,476 2,217,575

特別利益

投資有価証券売却益 － 13,740

子会社清算益 － 34,554

特別利益合計 － 48,294

特別損失

固定資産売却損 － 3,819

固定資産廃棄損 7,956 15,775

減損損失 － 22,719

災害による損失 19,712 －

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 4,900 －

事業整理損失引当金繰入額 50,465 －

特別損失合計 94,984 42,314

税引前四半期純利益 2,517,491 2,223,555

法人税、住民税及び事業税 1,491,883 1,314,000

法人税等調整額 △441,401 △435,152

法人税等合計 1,050,481 878,847

四半期純利益 1,467,010 1,344,708
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